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日 本 国 憲 法（抜粋）

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によっ

て再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言

し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に

由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍

の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法

令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、

平和を愛する諸国民の公正を信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、

平和を維持し、専従と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうち

に生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治

道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に

立とうとする各国の責務であると信じる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

第２章 戦争の放棄

第９条（戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認） 日本国民は、正義と秩序を基調とする国 際平和を誠

実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国 際紛争を解決する手段

としては、永久にこれを放棄する。

２．前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認

めない。

第３章 国民の権利及び義務

第10条（国民の要件） 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条（基本的人権の享有） 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第12条（自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止） この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国

民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない

のであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

第13条（個人の尊重と国民の福祉） すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求

に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする。

第14条（法の下の平等・貴族の禁止・栄典） すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性

別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において 差別されない。

２．家族その他の貴族の制度は、これを認めない。

３．栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又

は将来これを受けるものの一代に限り、その効用を有する。
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第15条（公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障）公務員を選定

し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

２．すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

３．公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

４．すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも

私的にも責任を問われない。

第16条（請願権） 何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その

他の事項に関し、平穏に請願できる権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇

も受けない。

第17条（国及び公共団体の賠償責任） 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律

の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条（奴隷的拘束及び苦役からの自由） 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る

処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条（思想及び良心に自由） 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条（信教の自由） 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から

特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

２．何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

３．国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

第21条（集会・結社・表現の自由、通信の秘密） 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由

は、これを保障する。

２．検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条（居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由） 何人も、公共の福祉に反し

ない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

２．何人も外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条（学問の自由） 学問の自由は、これを保障する。

第24条（家族生活のおける個人の尊厳と両性の平等） 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫

婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

２．配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関し

ては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条（生存権、国の社会的使命） すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る。

２．国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。

第26条（教育を受ける権利・教育を受けさせる義務・教育の無償） すべて国民は、法律の定めるとこ

ろによりその能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。

２．すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けされる義務を負う。

義務教育は、これを無償とする。

第27条（労働の権利及び義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止） すべて国民は、勤労の権利を有し、

義務を負う。

２．賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
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３．児童は、これを酷使してはならない。

第28条（労働者の団結権） 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これ

を保障する。

第29条（財産権）財産権は、これを侵してはならない。

２．財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

３．私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

第９章 改正

第96条（改正の手続き、その交付）この憲法の改正は、各議院の総議員の３分の２以上の賛成で、国会

が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又

は、国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

２．憲法改正について前項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとし

て、直ちにこれを交付する。

第１０章 最高法規

第97条（基本的人権の本質）この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲

得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵す

ことのできない永久の権利として信託されたものである。

第99条（憲法尊重擁護の義務）天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この

憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

１９４７教 育 基 本 法

われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福

祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にして

しかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなけれなならない。

ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、

この法律を制定する。

第１条（教育の目的） 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と

正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国

民の育成を期して行われなければならない。

第２条（教育の方針） 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければなら

ない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自

他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するよう に努めなければならない。

第３条（教育の機会均等）すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられな

ければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育
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上差別されない。

２．国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、

奨学の方法を講じなければならない。

第４条（義務教育） 国民は、その保護する子女に、９年の普通教育を受けさせる義務を負う。

２．国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第５条（男女共学） 男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女

の共学は認められなければならない。

第６条（学校教育） 法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、

法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

２．法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努め

なければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければ

ならない。

第７条（社会教育） 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団

体によって奨励されなければならない。

２．国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な

方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

第８条（政治教育） 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

２．法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動

をしてはならない。

第９条（宗教教育） 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重

しなければならない。

２．国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな

らない。

第10条（教育行政） 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行わ

れるべきものである。

２．教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行

われなければならない。

第11条（補足） この補足が掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法定が制定さ

れなければならない。
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２００６ 教 育 基 本 法

教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）の全部を改正する。

前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊

かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す

教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓《ひら》く教

育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

第一条（教育の目的） 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必

要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条（教育の目標）教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、

健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、

職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的

に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第三条（生涯学習の理念） 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、

その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切

に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第四条（教育の機会均等） すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ

なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されな

い。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、

教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し

て、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

第五条（義務教育） 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさ

せる義務を負う。

2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生

きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的



- 7 -

として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及

び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

第六条（学校教育） 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法

律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、

体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生

活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視

して行われなければならない。

第七条(大学） 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究し

て新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するもの

とする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければ

ならない。

第八条（私立学校） 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、

国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の

振興に努めなければならない。

第九条（教員） 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励

み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正

が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第十条（家庭教育） 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図

るよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の

提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第十一条（幼児期の教育） 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるこ

とにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な

方法によって、その振興に努めなければならない。

第十二条（社会教育） 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方

公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利

用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならな

い。

第十三条（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、

教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

第十四条（政治教育） 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活

動をしてはならない。



- 8 -

第十五条（宗教教育） 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活にお

ける地位は、教育上尊重されなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしては

ならない。

第三章 教育行政

第十六条（教育行政） 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところ

により行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力

の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に

策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策

を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じな

ければならない。

第十七条（教育振興基本計画） 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、

基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育

の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

第四章 法令の制定

第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

附則1（施行期日） この法律は、公布の日から施行する。

附則2（社会教育法等の一部改正） 次に掲げる法律の規定中「教育基本法（昭和二十二年法律第二十五

号）」を「教育基本法（平成十八年法律第百二十号）」に改める。

一 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第一条

二 産業教育振興法（昭和二十六年法律第二百二十八号）第一条

三 理科教育振興法（昭和二十八年法律第百八十六号）第一条

四 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法（昭和二十八年法律第二百三十八号）第一条

五 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

（昭和二十九年法律第百五十七号）第一条

六 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第三十七条第一項

七 独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成十五年法律第百十三号）第十六条

附則3（放送大学学園法及び構造改革特別区域法の一部改正）

次に掲げる法律の規定中「教育基本法（昭和二十二年法律第二十五号）第九条第二項」を「教育基本

法（平成十八年法律第百二十号）第十五条第二項」に改める。

一 放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）第十八条

二 構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二十条第十七項
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学 校 教 育 法（抜粋）

最終改正：平成一九年六月二七日

第８章 特別支援教育

第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体

虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとと

もに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目

的とする。

第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対す

る教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

第七十四条 特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼

児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の

障害の程度は、政令で定める。

第七十六条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のあ

る場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。

２ 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特

別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部

又は高等部のみを置くことができる。

第七十七条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高

等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大

臣が定める。

第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、

これを設けないことができる。

第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。

２ 寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事

する。

第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学

させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに

該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科

学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものと

する。

２ 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生

徒のために、特別支援学級を置くことができる。

一 知的障害者

二 肢体不自由者

三 身体虚弱者
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四 弱視者

五 難聴者

六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

３ 前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を

設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条（第四十九条及び第六十二条において読み替えて準

用する場合を含む。）、第三十二条、第三十四条（第四十九条及び第六十二条において準用する場合を

含む。）、第三十六条、第三十七条（第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を

含む。）、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別

支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

附 則 [抄]

第九条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の

間、第三十四条第一項（第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場

合を含む。）の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第二十一条第一項に規定する

教科書以外の教育用図書を使用することができる。

労 働 基 準 法

（最終改正：平成一九年一二月五日粋）

第１章 総則

第１条（労働条件の原則） 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき

ものでなければならない。

２．この法律で定める労働条件の基準は最低なものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由

として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならな

い。

第２条（労働条件の決定） 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであ

る。

２．労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働規約を遵守し、誠実に各々その義務を覆行しな

ければならない。

第３条（均等待遇） 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間そ

の他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。
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第４条（男女同一賃金の原則） 使用者は、労働者が女子であることを理由として、賃金について、男

子と差別的取扱いをしてはならない。

第５条（強制労働の禁止） 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する

手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第６条（中間搾取の排除） 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して

利益を得てはならない。

第７条（公民権行使の保障） 使用者は、労働者が 労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を

行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

第８条（削除）

第９条 この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、前条の事業又は事務所（以下事業という。）に

使用される物で、賃金を支払われる者をいう。

第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項に

ついて、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として

使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

第2章 労 働 契 約

第13条 (この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その

部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。

第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他

の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の

厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

第3章 賃 金

第24条（賃金の支払い） 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。（中

略）また、法令に別段の定めがある場合若しくは当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合が

あるときはその労働組合、労働者の過半数が組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す

る者との書面による協定がある場合においては 賃金の一部を控除して支払うことができる。

２．賃金は、毎月一回以上、一定の期日に定めて支払わなければならない。但し、臨時に支払われる賃

金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りではない。

第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第32条（労働時間） 使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について40時間を超えて、労働させ

てはならない。

２．使用者は、１週間の各日については、労働者に休憩時間を除き１日について８時間を超えて、労働

させてはならない。

第33条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、

行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を

延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。但し、事態急迫のために行政官庁の許可を受

ける暇がない場合においては、事後に遅延なく届け出なければならない。

２．前項但書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働

を不適当と認める時は、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずること
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ができる。

３．公務のために臨時の必要がある場合においては、第１項の規定にかかわらず、官公署の事業の事業

に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を

延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

第34条（休憩） 使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少くとも45分、８時間を超える

場合においては少くとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

２．前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。但し、当該事業場に労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい

ては労働者の過半数を代表する者との協定があるときには、この限りではない。

３．使用者は、第１項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第35条（休日） 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。

２．前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第36条（時間外及び休日の労働） 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ

る場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の

過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条か

ら第32条の５まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で

定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働そ

の他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、１日について２時間を超えてはならな

い。

第37条（時間外、休日及び深夜の割増賃金） 使用者が第33条又は前条の規定により労働時間を延長し、

又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は

労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算し

た割増賃金を支払わなければならない。

第39条（年次有給休暇） 使用者は、６箇月間継続勤務し全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

２．使用者は、１年６箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇い入れの日から起算して６箇月を超

えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数１年ごとに、前項の日数に次の表に掲げる６箇月経過

日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければ

ならない。ただし、継続勤務した期間を６箇月経過日から１年ごとに区分した各機関の初日の前日の

属する期間において出勤した日数が全労働日の８割未満であるものに対しては、当該初日以降の１年

間においては、有給休暇を与えることを要しない。

６箇月経過日から起算した継続勤務年 労働日 ６箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日

１ １労働日 ４ ６労働日

２ ２労働日 ５ ８労働日

３ ４労働日 ６ １０労働日

４．使用者は、前３項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、

請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこ

れを与えることができる。

６．使用者は、第１項から第３項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに
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準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合

においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数

を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法（大正11年法律第70号）第

９９条一項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければな

らない。

７．労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等

育児に又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２条第１号に規定する育児休業又は同条第２

号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第６５条の規定によって休業した期間は、

第１項及び第２項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

第6章の2 女 子

第64条の２（坑内労働の禁止） 使用者は、満18才以上の女子を坑内で労働させてはならない。ただし、

臨時の必要のため、坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者については、この

限りではない。

第64条の３（妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限） 使用者は、妊娠中の女子及び産 後１年を経

過しない女子（以下「妊産婦」という。）を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所にお

ける業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

２．前項の規定は、同項に規定する業務のうち女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、

厚生労働省令で、妊産婦以外の女子に関して、準用することができる。

第65条（産前産後） 使用者は、６週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）以内に出産する予定の女

子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

２．使用者は、産後８週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後６週間を経過した

女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差

し支えない。

３．使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第３２条の２第一項、第３２条の４第一項並び

に第３２条の５第一項の規定にかかわらず、一週間について第３２条第一項の労働時間、一日につい

て同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

２．使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第３３条第一項及び第三項並びに第３６条第一項の

規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

３．使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

第67条（育児時間） 生後満１年に達しない生児を育てる女子は、第34条の休憩時間のほか１日２回各

々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

２．使用者は、前項の育児期間中は、その女子を使用してはならない。

第68条（生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置） 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女

子が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。



- 14 -

地方公務員法（抜粋）

最終改正：平成一九年一二月五日

第１章 総 則

第１条（この法律の目的） この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階制、

給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の

保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的且

つ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治

の本旨の実現に資することを目的とする。

第４条（この法律の適用を受ける地方公務員） この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務

員（以下「職員」という。）に適用する。

２．この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しな

い。

第３章 職員に適用される基準

第13条（平等取扱の原則） すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければなら

ず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によって、又は第16条第５号に規定する場合を除く

外、政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されてはならない。

（情勢適応の原則）

第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の

情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

第22条（条件附採用及び臨時的任用）臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、

すべて条件附のものとし、その職員がその職において６月を勤務し、その間その職務を良好な成績で

遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を

１年に至るまで延長することができる。

２．人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、

緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員全の承認を

得て、６月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事

委員会の承認を得て、６月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

（以下略）

第24条（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 職員の給与は、その職務と責任に応ずるもの

でなければならない。

３．職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他

の事情を考慮して定められなければならない。

６．職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

第25条（給与に関する条例及び給料額の決定） 職員の給与は、前条第６項の規定による給与に関する

条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支

給してはならない。

２．職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で直接職員に、その全額を支

払わなければならない。

第26条の2（修学部分休業） 任命権者は、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を
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定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。）が申請した場合

において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めると

きは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における修学の

ため、二年を超えない範囲内において条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務し

ないこと（以下この条において「修学部分休業」という。）を承認することができる。

２ 前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、

その効力を失う。

３ 職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額

して給与を支給するものとする。

４ 前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。

第26条の3（高齢者部分休業）任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと

認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、当該職員に係る定年退職日（第二十八条の

二第一項に規定する定年退職日をいう。以下この項において同じ。）から五年を超えない範囲内にお

いて条例で定める期間さかのぼつた日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日まで

の期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「高齢者部分休業」とい

う。）を承認することができる。

２ 前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。

第26条の4（休業の種類） 職員の休業は、自己啓発等休業、育児休業及び大学院修学休業とする。

２ 育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。

第26条の5（自己啓発等休業） 任命権者は、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を

定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。）が申請した場合において、

公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例

で定めるところにより、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程

の履修（大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修をいう。第五項において同じ。）又は国際

貢献活動（国際協力の促進に資する外国における奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内に

おける訓練その他の準備行為を含む。）のうち職員として参加することが適当であると認められるも

のとして条例で定めるものに参加することをいう。第五項において同じ。）のための休業（以下この

条において「自己啓発等休業」という。）をすることを承認することができる。

第27条（分限及び懲戒の基準） すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

２．職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職

されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、

条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

３．職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

第28条（降任、免職、休職等）職員が、下の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、こ

れを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前２号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合

２．職員が、下の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
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(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に閑し起訴された場合

３．職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く

外、条例で定めなけれげならない。

４．職員は、第16号各号（第３号を除く。）の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場

合を除く外、その職を失う。

第29条（懲戒） 職員が下の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減

給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則

若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反し場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

４．職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

第30条（服務の根本基準） すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職

務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

第33条（信用失墜行為の禁止） 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるよ

うな行為をしてはならない。

第34条（秘密を守る義務） 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。

第35条（職務に専念する義務） 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間

及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する

職務にのみ従事しなければならない。

第45条（公務災害補償） 職員が公務に因り死亡し、負傷し、主君しくは疾病にかかり、若しくは公務

に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となり、又は船員である職員が公務に因

り行方不明となった場合においてその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって

受ける損害は、補償されなければならない。

２．前項の規定による補償の迅速かつ公正な実施を確保するため必要な補償に関する制度が実施されな

ければならない。

第46条（勤務条件に関する措置の要求） 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員

会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求するこ

とができる。

第55条（交渉） 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、

適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。

２ 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。

３ 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。

４ 職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は

決定することのできる地方公共団体の当局とする。

５ 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がそ

の役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならな
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い。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必

要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。

６ 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することがで

きるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適

法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならな

い。

７ 交渉は、前２項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若し

くは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。

８ 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。

９ 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定にてい触し

ない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。

10 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行

しなければならない。

11 職員は、職員団体に属していないという理由で、第１項に規定する事項に関し、不満を表明し、

又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

教育公務員特例法（抜粋）

第１条（趣旨） この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性

に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。

第２条（定義） この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法 （昭和二十二年法

律第二十六号）第一条 に定める学校であつて同法第二条 に定める公立学校（地方独立行政法人法

（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項 に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等

専門学校を除く。以下同じ。）の学長、校長（園長を含む。以下同じ。）、教員及び部局長並びに教育

委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。

２ この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、准教授、助教、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、

養護助教諭、栄養教諭及び講師（常時勤務の者及び地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一

号）第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第二十三条第二項を除き、

以下同じ。）をいう。

第17条（兼職及び他の事業等の従事）

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること

が本務の遂行に支障がないと任命権者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項

に規定する県費負担教職員については、市町村（特別区を含む。）の教育委員会。第二十三条第二

項及び第二十四条第二項において同じ。）において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、

その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

２ 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員会が定める許可の

基準によることを要しない。

第18条（公立学校の教育公務員の政治的行為の制限）
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公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条 の規定

にかかわらず、国家公務員の例による。

２ 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法 （昭和二十二年法律第

百二十号）第百十条第一項 の例による趣旨を含むものと解してはならない。

第21条（研修）教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

２．教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための

方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

第22条（研修の機会）教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

２．教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができ

る。

３．教育公務員は、任免権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることが

できる。

第23条（初任者研修）小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等（政令で指定する者を除く。）

に対して、その採用の日から１年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初

任者研修」という。）を実施しなければならない。

２．任命権者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第１項に規定する県費負担教職員につ

いては、市町村（特別区を含む。）の教育委員会。）は、初任者研修を受ける者の所属する学校の教

頭、教諭又は議師のうちから、指導教員を命じるものとする。

３．指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとす

る。

第24条（10年経験者研修）公立の小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等に対して、その在

職期間（私立の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。）が10年（特別の事情がある場合には、

10年を標準として任命権者が定める年数）に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、

教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

２．任命権者は、10年経験者研修を実施するに当たり、10年経験者研修を受ける者の能力、適性等につ

いて評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに10年経験者研修に関する計画書を作成しなければ

ならない。

３．第１項に規定する在職期間の計算方法、10年経験者研修を実施する期間その他10年経験者研修の実

施に関し必要な事項は、政令で定める。

第25条（研修計画の体系的な樹立）任命権者が定める初任者研修及び10年経験者研修に関する計画は、

教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

第29条（公立学校の職員の職員団体）地方公務員法第53条及び第54条並びに地方公務員法の一部を改正

する法律附則第２条の規定の適用については、一の都道府県内公立学校職員のみをもって組織する地方

公務員法第52条第１項に規定する職員団体は、当該都道府県の職員をもって、組織する同項に規定する

職員団体とみなす。

２．前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であった者でその意に

反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算し

て一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しく

は訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、

及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
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義務教育費国庫負担法

最終改正：平成19年６月２７日

第一条（この法律の目的）

この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模

と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向

上とを図ることを目的とする。

第二条（教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担）

国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支

援学校の小学部及び中学部（学校給食法 （昭和二十九年法律第百六十号）第五条の二 に規定する施設

を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。）に要する経費のうち、次に掲げるものについて、

その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額

の最高限度を政令で定めることができる。

一 市（特別区を含む。）町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法 （昭和二十三

年法律第百三十五号）第一条 に掲げる職員の給料その他の給与（退職手当、退職年金及び退職一時金

並びに旅費を除く。）及び報酬等に要する経費（以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。）

二 都道府県立の中学校（学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第七十一条 の規定により高

等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。）、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職

員の給与及び報酬等に要する経費

附 則 （平成一八年三月三一日法律第一八号） 抄

第二条（義務教育費国庫負担法の一部改正等に伴う経過措置）

第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係

る国の負担について適用し、平成十七年度以前の年度に係る経費につき平成十八年度以降の年度に支出

される国の負担（第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第五条及び附則第

十四項の規定に基づく国の負担を含む。）については、なお従前の例による。

学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員

の人材確保に関する特別措置法

（昭和49年２月25日公布、最終改正平成19年6月27日）

第一条（目的）この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることに

かんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、す

ぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

第二条（定義） この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六

号）に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若し

くは中学部をいう。

２ この法律において「教育職員」とは、校長、教頭及び教育職員免許法 （昭和二十四

年法律第百四十七号）第二条第一項 に規定する教員をいう。

第三条（優遇措置） 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較

して必要な優遇措置が講じられなければならない。
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公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置法

（2005.4.1施行）

第１条（主旨） この法律は、公立の義務教育諸学校等の教職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、

その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

第２条（定義） この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）

に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園をいう。

２．この法律において、「教育職員」とは、校長（園長を含む。）、教頭、教諭、養護教諭、講師（常勤

勤務の者及び地方公務員法第28条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。）、実習

助手及び寄宿舎指導員をいう。

第３条（教育職員の教職調整額の支給） 教育職員（校長及び教頭を除く。以下この条において同じ）

には、その者の俸給月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調

整額を支給しなければいけない。

２．教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

３．第一項の教職調整額の支給を受ける者の給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号

に定める内容を条例で定めるものとする。

一 地方自治法(昭和22年法律第67号)第二百四条第二項に規定する調整手当、特地勤務手当、

期末手当、勤勉手当、定時制通信教育手当、産業教育手当又は退職手当について給料をその

算定基礎とする場合、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とすること。

二 休職の期間中に給料が支給される場合、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支出

すること。

三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇などに関する法律第

二条第一項の規定により派遣された者に給料が支給される場合、当該給料の額に教職調整額

の額を加えた額を支給すること。

四 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第二条第

一項の規定により、派遣された者に給料が支払われる場合、当該給料の額に教職調整額の額

を加えた額を支給すること。

第５条（教育職員に関する読み替え） 教育職員については、地方公務員法第58条第３項本文中「第

２条」とあるのは「第33条第３項中「官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く)」とあるのは「別

表第一項第12号に掲げる事業」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができ

る。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替

えて同項の規定を適用するものとし、同法「第２条、」と「第32条の５まで」とあるのは「第32条の

５まで、第37条」と、「第53条第１項」とあるのは「第53条第１項、第66条（船員法第88条二の二第

３項及び八十八条の三第四項において準用する場合を含む。）」と、「規定は」とあるのは「規定（船

員法第73条の規定に基づく命令の規定中同法第66条に係るものを含む。）は」と読み替えて同項の規

定を適用するものとする。

第６条（教育職員の正規の勤務時間をこえる勤務等）教育職員（管理職手当を受ける者を除く）を正規

の勤務時間（一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律第５条から８条、第11条及び第12条の規定

に相当する条例の規定による勤務時間をいう。事項において同じ。）をこえて勤務させる場合は、政
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令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。

２．前項の政令を定める場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実

情について充分な配慮がされなければならない。

３．第一項の規定は、次に掲げる日において教育職員を正規の勤務時間中に勤務をさせる場合について

準用する。

一 一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律第14条に規定する祝日法による休日及び年末

年始の休日に相当する日。

二 一般職の職員の給与に関する法律第17条の規定に相当する条例の規定により休日勤務が手

当が一般の職員に対して支給される日（前号に掲げる日を除く）

公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を

超えて勤務させる場合等の基準を定める政令（2004.4.1施行）

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第六条第一項(同条第三項において

準用する場合を含む)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 教育職員（法第六条第一項に規定する教育職をいう）については、正規の勤務時間(同項に規定す

る正規の勤務時間をいう)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務（正規の勤務時間をこえて

勤務することをいい、同条第三項各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む）

を命じないものとする。

二 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊

急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

イ 校外学習その他生徒の学習に関する業務

ロ 修学旅行その他学校行事に関する業務

ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう)に関する業務。

ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない

場合に必要な業務
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児 童 憲 章

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福を

はかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、良い環境のなかで育てられる。

１．すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。

２．すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童には、

これにかわる環境が与えられる。

３．すべての児童は、適当な栄養と住居と衣服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。

４．すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果すように、

みちびかれる。

５．すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちか

われる。

６．すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。

７．すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

８．すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、ま

た、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。

９．すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。

10．すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱いからまもられる。あやまちをおかした児童

は、適切に保護指導される。

11．すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と

保護が与えられる。

12．すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、

みちびかれる。
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障害者の権利に関する宣言

総会は、

国際連合憲章のもとにおいて、一層高い生活水準、完全雇用及び経済的、社会的進歩及び発展の条件

を促進するため、この機構と協力して共同及び個別の行動をとるとの加盟国の誓約に留意し、

この憲章で宣言された人権と基本的自由並びに平和、人間の尊厳と価値及び社会的正義の諸原則に対

する信念を再確認し、

世界人権宣言の諸原則、国際人権規約、児童権利宣言、精神薄弱者の権利宣言並びに国際労働機関、

国連教育科学文化機関、世界保健機関、国連児童基金及びその他の関係機関の憲章、条約、勧告及び決

議において、すでに設定された社会進歩を目的とした基準を想起し、

障害の予防及び障害者のリハビリテーションについての1975年５月６日の経済社会理事会の決議第19

21（第58会期）をも、また想起し、

社会の進歩と発展に関する宣言が心身障害者の権利を保護し、かつそれらの福祉及びリハビリテーシ

ョンを確保する必要性を宣言したことを強調し、

心身の障害を防止し、障害者ができる限り多様な活動分野において、その能力を発揮し得るよう援助

し、かつ、可能な限り通常の生活にかれらを受入れることを促進する必要性に留意し、

若干の国においては、その現在の発展段階において、この目的のために限られた努力しか払い得ない

ことを認識し、

この障害者の権利を宣言し、かつ、これらの権利の保護のための共通の基礎及び指針として使用され

ることを確保するための国内的及び国際的行動を要請する。

１．「障害者」という言葉は、先天的か否かに拘わらず、身体的能力又は精神的能力の不足のために、

通常の個人生活又は社会生活に必要とされることを、一人ではその全部又は一部、満たすことのでき

ない人を意味する。

２．障害者はこの宣言で唱えられたすべての権利を享受するものとする。これらの権利は、いかなる例

外もなしに、さらに人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的或いはその他の意見、国或いは社会

的な身元、貧富、出生、又は、障害者自身やその家族が持つその他いかなる状況による区別も差別も

なしに、すべての障害者に与えられる。

３．障害者は、その人間としての尊厳が尊重される権利を生まれながらに有する。障害者は、その障害

の原因、性質、程度のいかんを問わず、同年齢の市民と同一の基本的権利を有する。このことは、先

ず第一に、できる限り通常かつ十分に相応な生活を享受することを意味する。

４．障害者は、他の人々と同一の市民としての権利及び政治的諸権利を有する。精神薄弱者の権利宣言

第７条は、精神障害者の諸権利上あり得るいかなる制限又は抑制にも適用される。

５．障害者は、可能な限り自立するようにさせることを意図した施策を受ける資格を有する。

６．障害者は、補装及び矯正の器具を含む医学面、心理学面及び機能面に関する治療を受け、医学的社

会的リハビリテーション、学校教育、職業のための教育・訓練・リハビリテーション、助成、カウン

セリングのほか、その能力や技術を最大限に開発させ、社会の一員となり、又は社会の一員にもどる

過程を促進するような、その他のサービスを受ける権利を有する。

７．障害者は、経済的かつ社会的保障を受け、相応の生活水準を保つ権利を有する。障害者は、その能

力に応じて、職業を獲得し、かつ維持し、有益で生産的かつ有利な職業に従事し、さらに労働組合に
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参加する権利を有する。

８．障害者は、経済社会計画のいかなる段階においても、その固有なニーズを考慮される権利を有する。

９．障害者は、その家族又は里親と一緒に生活し、すべての社会的、創造的活動或いはリクレーション

活動に参加する権利を有する。いかなる障害者にも、住居に関しては、その人の状態が必要とし、或

いはその人がよってなし得る改善に必要とされる以外は、差別的な取り扱いを受けさせてはならない。

もし障害者が特別な施設に居ることが必要な場合であっても、その環境と、生活条件は同年齢の人々

の通常の生活にできる限り近づけねばならない。

10．障害者は、差別的、侮辱的或いは下劣な性質を持つあらゆる搾取、あらゆる規則、あらゆる取り扱

いから保護されるものとする。

11．障害者には、もし法廷の援助が、その人の人格と財産の保護につき必要であるときは、その援助を

利用することができるようにしなければならない。

訴訟が障害者に対しておこされた時は、そこで適用される法的手続きは、障害者の身体及び精神状

態を十分に考慮に入れねばならない。

12. 障害者の諸権利に関するすべての事柄については、障害者の団体に有効的な意見を求めなければな

らない。

13．障害者、その家族、その地域社会はこあらゆる適切な手段で、この憲章にうたわれている諸権利を

十分に知らされねばならない。

障害者基本法

第１章 総 則

第１条（目 的） この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、

障害者のための施策を総合的かう計画的に推進し、もつて障害者の自立と社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

第２条（定 義） この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害（以下「障害」

と総称する。）があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

第３条（基本的理念） すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障

される権利を有するものとする。

２．すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す

る機会を与えられるものとする。

第４条（国及び地方公共団体の責務） 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予

防する責務を有する。

第５条（国民の責務） 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めな
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ければならない。

第６条（自立への努力） 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参

加するよう努めなければならない。

２．障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

第６条の2（障害者の日） 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障

害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の

日を設ける。

２．障害者の日は、十二月九日とする。

３．国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

第７条（施策の基本方針） 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に

応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

第７条の２（障害者基本計画等） 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（以下「障害者基本

計画」という。）を策定しなければならない。

２．都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏ま

え、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都道府県障害者計画」

という。）を策定するよう努めなければならない。

３．市町村は、障害者基本計画（都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都

道府県障害者計画）を基本とするとともに、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第五

項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害

者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定するよう努めな

けれげならない。

４．内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴い

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。

５．都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴

かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定す

る場合においても、同様とする。

６．政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しな

ければならない。

７．都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を

公表しなければならない。

８．第四項及び第六項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害

者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

第８条（法制上の措置等） 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置

を講じなければならない。

第９条（年次報告） 政府は、毎年、国会に、障害者のために、講じた施策の概況に関する報告書を提

出しなければならない。

第２章 障害者の福祉に関する基本的施策

第10条（医 療） 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医

療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
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２．国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

第10条の２（施設への入所、在宅障害者への支援等） 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並び

に障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その

他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう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、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、

又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。

３．国及び地方分共国体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよ

う必要な施策を講じなければならない。

４．国及び地方公共団体は、前三項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなけれ

ばならない。

第11条（重度障害者の保護等） 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困

難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

第12条（教 育） 国及び地方分共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、

充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。

２．国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

（職業指導等）

第14条 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるように

するため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な

施策を講じなければならない。

２．国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

（雇用の促進等）

第15条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について

障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

２．事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当

な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなけれ

ばならない。

３．国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽

減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は

設備の整備等に要する費用め助成その他必要な施策を講じなければならない。

第16条（判定及び相談） 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に

行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

第17条（措置後の指導助言等） 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく

各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な

施策を講じなければならない。

第18条（施設の整備） 国及び地方公共団体は、第十条第二項、第十条の二第一項及び第四項、第十二

条並びに第十四条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じな

ければならない。

２．前項の施設の整備に当たつては、同項の各規定たよる施策が有機的かつ総合的に行われるよう必要

な配慮がなされなければならない。
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第19条（専門的技術職員等の確保） 前条第一項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員そ

の他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

２．国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第十

条の二第三項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

第20条（年金等） 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に

関し必要な施策を講じなければならない。

第21条（資金の貸付け等） 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのため

に必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講

じなければならない。

第22条（住宅の確保） 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅

を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなけれ

ばならない。

第22条の２（公共的施設の利用） 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他

の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等に

ついて配慮しなければならない。

２．交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構

造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

３．国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等につ

いて障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならな

い。

第22条の３（情報の利用等） 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を

表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に

対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

２．電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当た

つては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

第23条（経済的負担の軽減） 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の

軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その

他必要な施策を講じなければならない。

第24条（経済的負担の軽減） 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たつては、障害者の父母

その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特

に配慮がなされなければならない。

第25条（文化的諸条件の整備等） 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障

害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若し

くはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポー

ツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

第26条（国民の理解） 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な

施策を講じなければならない。

第３章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の２ 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。

２．国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障
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害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第４章 障害者施策推進協議会

第27条（中央障害者施策推進協議会） 厚生省に、中央障害者施策推進協議会（以下「中央協議会」と

いう。）を置く。

２．中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 障害者基本計画に関し、第七条の二第四項に規定する事項を処理すること。

二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。

三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基

本的事項を調査審議すること。

３．中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べ

ることができる。

第28条 中央協議会は、委員二十人以内で組織する。

２．中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する

事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

３．中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

４．中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。

５．中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。

６．中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第29条 前二条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第30条（地方障害者施策推進協議会） 都道府県（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、地方障害者施策推進協議会を置く。

２．都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査

審議すること。

二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を

要する事項を調査審議すること。

３．都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

４．市町村（指定都市を除く。）は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推

進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を

要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くこ

とができる。

附 則

（施行期日）

１．この法律は、公布の日から施行する。

附 則〔抄〕（平成五年一二月三日・法律第九四号）

（施行期日）

１．この法律は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕第七条の次に一条を加える改正規定、第四
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章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条

第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の

日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平六政一三五により、平六・六・一〕

から施行する。

（経過措置）

２．第七条の次に一条を加える改正規定の施行の際現に策定されている障害者のための施策に関する国

の基本的な計画であって、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のものは、この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者

基本計画とみなす。

児童の権利宣言

＜前文＞

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権と人間の尊厳及び価値とに関する信念をあ

らためて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意し

たので、

国際連合は、世界人権宣言において、すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他

の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差

別をも受けることなく、同宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する権利を有すると宣言したので、

児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法律上の保護を含め

て、特別にこれを守り、かつ、世話することが必要であるので、

このような特別の保護が必要であることは、1924年のジュネーブ児童権利宣言に述べられており、ま

た、世界人権宣言並びに児童の福祉に関係のある専門機関及び国際機関の規約により認められているの

で、

人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うものであるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

児童が、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を享有す

ることができるようにするため、この児童権利宣言を公布し、また、両親、個人としての男女、民間団

体、地方行政機関及び政府に対し、これらの権利を認識し、次の原則に従って漸進的に執られる立法そ

の他の措置によってこれらの権利を守るよう努力することを要請する。

第１条 児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自

己又はその家庭のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、

国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を

与えられなければならない。
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第２条 児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体

的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他

の手段によって与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当っては、児童の最

善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。

第３条 児童は、その出生の時から姓名及び国籍をもつ権利を有する。

第４条 児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は健康に発育し、かつ成長する権利を有

する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えら

れなければならない。児童は、適当な栄養、住居、レクリェーション及び医療を与えられる権利を有

する。

第５条 身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治

療、教育及び保護を与えられなければならない。

第６条 児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、

できるかぎり、その両親の愛護と責任の下で、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物

質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場 合を除き、その母か

ら引き離されてはならない。社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適 当な生活維持の方法のな

い児童に対して特別の養護を与える義務を有する。子供の多い家庭に 属する児童については、その

援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。

第７条 児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、

かつ、義務的でなければならない。児童は、そのー般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、

その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教

育を与えられなければならない。

児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければ

ならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。

児童は、遊戯及びレクリエーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及び

レクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、こ

の権利の享有を促進するために努力しなければならない。

第８条 児童は、あらゆる状況にあって、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければ

ならない。

第９条 児童は、あらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。児童は、いかなる形態

においても売買の対象にされてはならない。

児童は、適当な最低年齢に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、その健

康及び教育に有害であり、又はその身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げる職業若しくは雇用に、

従事させられ又は従事することを許されてはならない。

第10条 児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されな

ければならない。児童は、理解、寛容、諸国民の友愛、平和及び四海同胞の精神の下に、また、その

力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識のなかで、育てられなければなら

ない。
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子どもの権利に関する条約

＜前文＞

この条約の締約国は、

国際連合憲章において宣明された原則に従い、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のか

つ奪いえない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎であることを考慮し、

国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値についての信念

を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意し

たことを心に留め、

国際連合が、世界人権宣言及び国際人権規約において、何人も人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政

治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位によるいかなる差

別もなしに、そこに掲げるすべての権利および自由を有することを宣言し、かつ同意したことを認め、

国際連合が、世界人権宣言において、子ども時代が特別な養育および援助を受ける資格のあることを

宣明したことを想起し、

家族が、社会の基礎的集団として、かつ、そのすべての構成員とくに子どもの成長および福祉のため

の自然環境として、その責任を地域社会において十分に果たすことができるように、必要な保護および

援助が与えられるべきであることを確信し、

子どもが、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、家庭環境の下で、幸福、愛情および理解の

ある雰囲気のなかで成長すべきであることを認め、

子どもが、社会の中で個人としての生活を十分に送れるようにすべきであり、かつ、国際連合憲章に

宣明された理想の精神の下で、ならびにとくに平和、尊厳、寛容、自由、平等および連帯の精神の下で

育てられるべきであることを考慮し、

子どもに特別な養育を及ぼす必要性が、1924年のジュネーブ子どもの権利宣言および1959年に国際連

合によって採択された子どもの権利宣言に述べられており、また、世界人権宣言、市民的および政治的

権利に関する国際規約（とくに第23条および第24条）、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規

約（とくに第10条）ならびに子どもの福祉に関係ある専門機関および国際機関の条規および関連文書に

おいて認められていることを心に留め、

国際連合総会が1959年11月20日に採択した子どもの権利宣言において示されたように、「子どもは、

身体的および精神的に未成熟であるため、出生後と同様に出生前も、適当な法的保護を含む特別の保護

および養育を必要とする」ことを心に留め、

国内的および国際的な里親措置および養子縁組にとくに関連する子どもの保護と福祉についての社会

的および法的原則に関する宣言（1986年12月３日総会決議41／85）、少年司法運営のための国際連合最

低基準規則（「北京規則」（1985年11月29日総会決議40／33））、ならびに緊急事態および武力紛争にお

ける女性および子どもの保護に関する宣言（1974年12月14日総会決議3318（ⅩⅩⅨ））の条項を想起し、

とくに困難な条件の中で生存しているこどもが世界のすべての国の中に存在していること、かつ、こ

のような子どもが特別な考慮を必要としていることを認め、

子どもの保護および調和のとれた発達のためにそれぞれの人民の伝統および文化的価値が重要である

ことを正当に考慮し、

すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性を認め、
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次のとおり協定した。

第１条（子どもの定義） この条件の適用上、子どもとは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、子

どもに適用される法の下で、より早く成年に達する場合を除く。

第２条（差別の禁止）締約国は、その管轄内にある子ども一人一人に対して、その子ども、親または、

法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは

社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしに、この条約

に掲げる権利を尊重しかつ確保する。

締約国は、子どもが、その親、法定保護者または家族構成員の地位、活動、表明した意見または信

条を根拠とするあらゆる形態の差別または処罰からも保護されることを確保するためにあらゆる適当

な措置をとる。

第３条（子どもの最善の利益） 子どもにかかわるすべての活動において、その活動が公的もしくは私

的な社会福祉機関、裁判所、行政機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわらず、子ど

もの最善の利益が第一次的に考慮される。

２．締約国は、親、法定保護者またはその子どもに法的な責任を負う者の権利および義務を考慮しつつ、

子どもに対し、その福祉に必要な保護およびケアを確保することを約束し、この目的のために、あら

ゆる適当な立法上及び行政上の措置をとる。

３．締約国は、子どものケアまたは保護に責任を負う機関、サービスおよび施設が、とくに安全および

健康の領域について、また、職員の数および適格性ならびに職員の権限ある監督について、権限ある

機関により設定された基準に従うことを確保する。

第４条（締約国の実施義務） 締約国は、この条約において認められる権利の実施のためのあらゆる適

当な立法上、行政上およびその他の措置をとる。経済的、社会的および文化的権利に関して、締約国

は、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、および必要な場合には、国際協力の枠組み

の中でこれらの措置をとる。

第５条（親の指導の尊重） 締約国は、親、または適当な場合には、地方慣習で定められている拡大家

族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約にお

いて認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの、能力の発達と一致する方法で適当な

指示および指導を行なう責任、権利および義務を尊重する。

第６条（生命への権利、生存、発達の確保） 締約国は、すべての子どもが生命への固有の権利を有す

ることを認める。

２．締約国は、子どもの生存および発達を可能な限り最大限に確保する。

第７条（名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利） 子どもは出生の後直ちに登録される。子

どもは、出生の時から名前を持つ権利および国籍を取得する権利を有し、かつ、できるかぎりその親

を知る権利をおよび親によって養育される権利を有する。

２．締約国は、とくに何らかの措置をとらなければ子どもが無国籍になる場合には、国内法および当該

分野の関連する国際条規に基づく自国の義務に従い、これらの権利の実施を確保する。

第８条（アイデンティティの保全）締約国は、子どもが、不法な干渉なしに、法によって認められた国

籍、名前および家族関係を含むそのアイデンティティを保全する権利を尊重することを約束する。

２．締約国は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪される場合には、

迅速にそのアイデンティティを回復させるために適当な援助および保護を与える。

第12条（意見表明権）締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を
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与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解は、

その年齢および成熟度に従い正当に重視される。

２．この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるい

かなる司法的および行政的手続においても、直接的にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞

を受ける機会を与えられる。

第13条（表現・情報の自由）子どもは表現の自由への権利を有する。子の権利は、口頭、手書きもしく

は印刷、芸術の形態または子どもが選択する他の方法により、国境にかかわりなく、あらゆる種類の

情報および考えを求め、受け、かつ、伝える自由を含む。

２．この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって

定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

ａ 他の者の権利または信用の尊重

ｂ 国の安全、公の秩序または公衆の健康もしくは道徳の保護

第14条（思想・良心・宗教の自由）締約国は、子どもの思想、良心および宗教の自由への権利を尊重す

る。

２．締約国は、親および適当な場合には法定保護者が、子どもが自らの権利を行使するにあたり、子ど

もに発達しつつある能力と相応する仕方で子どもに指示を与える権利および義務を尊重する。

３．宗教または信念を表明する自由については、法律で定める制限であって、公共の安全、公の秩序、

公衆の健康もしくは道徳または他の者の基本的な権利および自由を保護するために必要な制限のみを

課することができる。

第16条（プライバシィ・通信・名誉の保護） いかなる子どもも、そのプライバシィ、家族、住居もし

くは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉され、または名誉および信用を不法に攻撃されない。

２．子どもは、このような干渉または攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第19条（虐待・放任からの保護）締約国は、（両）親、法定保護者またはその他の子どもの養育をする

者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、侵害または虐待、放任ま

たは怠慢な取扱い、性的虐待を含む虐待または搾取から子どもを保護するために、あらゆる立法上、

行政上、社会上および教育上の措置をとる。

２．かかる保護措置は、適当な場合には子どもおよび子どもの養育をするものに対し必要な援助を与え

る社会計画の確立のため、ならびにその他の形態の予防のため、上記の子どもの虐待について実例の

認定、報告、照会、調査、処理および追跡調査のため、適当な場合には、司法的関与のための効果的

な手続きを含む。

第23条（障害児の権利） 締約国は、精神的または身体的に障害を負う子どもが、尊厳を確保し、自立

を助長し、かつ地域社会への積極的な参加を促進する条件の下で、十分かつ相当な生活を享受すべき

であることを認める。

２．締約国は、障害児の特別なケアヘの権利を認め、かつ、利用可能な資源の下で、資格のある子ども

および子どもの養育に責任を負うものに対して、申請がなされ、かつ、子どもの条件および親または

子どもを養育する他の者の状況に適した援助の拡充を奨励しかつ確保する。

３．障害児の特別なニーズを認め、２に従い拡充された援助は、親または子どもを養育する他の者の財

源を考慮して、可能な場合にはいつでも無償で与えられる。その援助は、障害児が可能な限り全面的

な社会的統合ならびに文化的および精神的発達を含む個人の発達を達成することに貢献する仕方で、

教育、訓練、保健サービス、リハビリテーションサービス、雇用準備およびレクリエーションの機会
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に効果的にアクセスし、かつ、それらを享受することを確保することを目的とする。

４．締約国は国際協力の精神に従い、障害児の予防保健ならびに医学的、心理学的および機能的治療の

分野における適当な情報交換を促進する。その中には、締約国が当該領域において障害児の能力およ

び技術を向上し、経験を拡大することを可能にするために、リハビリテーション教育および職業上の

サービスの方法に関する情報の普及およびそれへのアクセスが含まれる。この点については、発展途

上国のニーズについて特別な考慮を払う。

第28条（教育への権利） 締約国は、子どもの教育への権利を認め、漸進的にかつ平等な機会の下に、

この権利を達成するために、特に次の措置をとる。

ａ 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償とすること。

ｂ 一般教育および職業教育を含む種々の形態の中等教育の発展を奨励し、すべての子どもにとって

利用可能であり、かつアクセスできるようにし、無償教育の導入および必要な場合には財政的援助

を行うなどの適当な措置をとること。

ｃ 高等教育を、すべての適当な方法により、能力に応じてすべての者にとってアクセスできるもの

とすること。

ｄ 教育上および職業上の情報ならびに指導を、すべての子どもにとって利用可能であり、かつアク

セスできるものとすること。

ｅ 学校への定期的な出席および中途退学率の減少を奨励するための措置をとること。

２．締約国は学校懲戒が子どもの人間の尊厳と一致する方法でかつこの条約に従って行われることを確

保するために、あらゆる適当な措置をとる。

３．締約国は、とくに世界中の無知および非識字の根絶に貢献し、かつ、科学的および技術的知識なら

びに最新の教育方法へのアクセスを助長するために、教育に関する問題について国際協力を促進しか

つ奨励する。この点については、発展途上国のニーズに特別の考慮を払う。

第29条（教育の目的） 締約国は、子どもの教育が次の目的で行われることに同意する。

ａ 子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能な限り発達させること。

ｂ 人権および基本的自由についての尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則についての尊重を発

展させること。

ｃ 子どもの親、子ども自身の文化的同一性、言語および価値、子どもが居住している国および子ど

もの出身国の国民的価値ならびに自己の文明と異なる文明についての尊重を発展させること。

ｄ あらゆる諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団間ならびに先住民間の理解、平和、寛容、

性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにする

こと。

ｅ 自然環境についての尊重を発展させること。

２． 本条または第28条のいかなる規定も、個人および団体が教育機関を設置し管理する自由を妨げる

ものと解してはならない。ただし、つねに前項に定める原則が遵守されること、および当該教育機関

において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
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サラマンカ宣言

1994（平6）・6・10 承認により採択

一九四八年の世界人権宣言で明示されているあらゆる個人の教育への権利を再確認し、そしてまたそ

れぞれに違いがあるにもかかわらずすべての者に教育への権利を保障するとした、一九九〇年の「万人

のための教育」世界会議で世界の諸地域の誓約を継続し、障害者の教育は教育システムに欠かすことの

できない部分であることを各国が保障するように強く求めている一九九三年の「障害者の機会均等化に

関する国連の標準規則」に帰結しているいくつかの国連宣言を想起し、依然として達成されていない特

別ニーズを有する人びとの大部分に対する教育へのアクセスの改善に、政府、権利擁護団体、コミユニ

ティ、保護者集団、そしてとくに「障害者」団体の参加が増えていることに満足しながら注目し、そし

てまたこうした参加の証として、この世界会議に多数の政府、専門家集団そして政府間組織の高度の代

表者が積極的に参加したということを認識しつつ、

1． 我々、一九九四年六月七日から十日にかけてスペインのここサラマンカに集まった九二の政府と

二五の政府間組織を代表する特別ニーズ教育世界会議の代表は、通常の教育システムのなかにおい

て特別ニーズを有する子ども、青年、大人に対する教育を提供することの必要性と緊急性とを認識

して、すべての者に対する教育への我々の責任を再認識し、さらに政府や組織がその規定や勧告の

精神によって活動するよう「特別ニーズ教育に関する行動枠組み」を支持するものである。

2. 我々は以下のことを信じて宣言する。

・ すべての子どもは教育への権利を有しており、満足のいく水準の学習を達成し維持する機会を

与えられなければならない。

・ すべての子どもが独自の性格、関心、能力および学習ニーズを有している。こうした幅の広い

性格やニーズを考慮して、教育システムが作られ、教育プログラムが実施されるべきである。

・ 特別な教育ニーズを有する人びとは、そのニーズに見合った教育を行えるような子ども中心の

普通学校にアクセスしなければならない。

・インクルーシヴ（inclusive）な方向性を持つ普通学校こそが、差別的な態度とたたかい、喜ん

で受け入れられる地域を創り、インクルーシヴな社会を建設し、万人のための教育を達成するた

めの最も効果的な手段である。さらにこうした学校は大多数の子どもたちに対して効果的な教育

を提供し、効率性をあげて結局のところ教育システム全体の経費節約をもたらすものである。

3. 我々はすべての政府に対し次のことを訴え、実施を迫るものである。

・ 自らの教育システムを改善して、個々の違いや抱える困難さとは関係なく、すべての子どもを

そのなかに組み入れることができるような政策や財政に高い優先的順位を与えること

・ 法律ないし政策の問題として、別の方法で行わざるを得ないという止むにやまれぬ理由がない

限り普通学校にすべての子どもを在籍させるインクルーシヴな教育の原則を採用すること

・ 実証的なプロジェクトを開発し、インクルーシヴな学校での経験を有する国々の間での交換を

推奨すること

・ 特別な教育二ーズを有する子どもや大人に対する教育提供の計画、視察および評価のための、

中央集権的ではない参加的機構を確立すること

・ 特別な教育ニーズに見合った教育の提供に関する計画と意志決定の過程に保護者、コミュニテ

ィおよび障害者団体の参加を促し可能にすること

・ インクルーシヴな教育の職業的な側面と同様に、初期のころのアイデンティティ形成やその後
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の中間期の教育にもより多くの努力を払うこと

・ システムの変化という状況においては、就職前および現職の教員教育プログラムは、インクル

ーシヴな学校において特別ニーズ教育を行うという日標を目指すようにすること

4. 我々はまた国際社会やその他の機関に対し次のことを求める。

・ 国際的な協力プログラムや国際的な財団、とくに「万人のための教育」世界会議の後援者とな

つているユネスコ、ユニセフ、国連開発プログラムおよび世界銀行とかかわっている政府インク

ルーシヴな学校教育というアプローチを支持し、教育プログラムの不可欠の部分として特別ニー

ズ教育の発展を支援すること

・ 国連とその専門機関、とくにILO、世界保健機構、ユネスコおよびユニセフは特別ニーズ教育

を拡大的、統合的な方法で提供するための効率的な援助に関する協力や連携を強化するばかりで

なく、技術的な協力へのインプットを強めること

・ 国のプログラムやサービス供給にかかわっている非政府組織は国の機関との協同関係を強化

し、特別な教育ニーズに見合ったインクルーシヴな教育の供給の計画、実施および評価への参加

を強めるようにすること。

ユネスコは教育に関する国連機関として特別ニーズ教育は様々なフォーラムにおいて「万人の

ための教育」にかかわるあらゆる議論の不可欠の部分になるようにすること

・ 特別な教育ニーズに見合った教育の提供にかかわる教員教育を高める問題について教職の関連

組織による援助を動員すること

・ 学術団体が研究や連携を強めるように刺激したり、情報や資料を集めたセンターをリージョン

（地域）に設置すること、またこうした活動やこの宣言の遂行において各国レベルで達成された

特別な結果や進歩を普及するための情報センターとして活動すること

・ 普及のための新しいアプローチを並べた先端的プロジェクトの開始を可能にするような、次期

中期計画（一九九六－二〇〇二年） において、インクルージヴな学校とコミュニティ支援プロ

グラムを拡大する計画の策定を通して基金を集めること

5. 最後に、我々は会議の開催に関してスペイン政府とユネスコとに大いなる感謝を表明し、そして

また両者にこの宣言とこれに付随する行動計画とを、特に社会開発サミット（コペンハーゲン、一

九九五年）や世界女性会議（北京、一九九五年）のような重要なフォーラムにおいて世界全体の関

心事にさせるためのあらゆる努力をするように要請する。
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神奈川非核兵器県宣言

神奈川非核兵器県宣言は、核兵器の廃絶と恒久平和への県民の願いと決意を内外に表明するために、

1984年7月に県議会の議決により成立しました。沖縄につぐ基地県神奈川で、この宣言の趣旨を真に実

現することが核兵器の廃絶と恒久平和実現への大きな力になります。

神奈川非核兵器県宣言

核兵器を廃絶し、恒久平和を実現することは、世界唯一の核被爆国日本の国民共通の悲願

であり、神奈川県民の心からの希求である。

核兵器の増強による国際緊張の高まりが、世界の平和と人類の生存に脅威を与えつつある

今日、私たちは核兵器の廃絶と軍縮を世界に訴えざるを得ない。

美しい郷土を守り、豊かな暮らしを子や孫へ伝えることは、私たちの責務である。

私たち神奈川県民は、国是である「核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず」の非核三

原則を県是とすることを宣言する。

昭和59年７月５日

神 奈 川 県

神奈川県教育委員会関係職員安全衛生管理規定

（平成13年３月31日教育長訓令第３号）

＜第１章 総則＞

第１条（趣旨） この訓令は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及びその関連法令に基づき、神

奈川県教育委員会の職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促

進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

第２条（定義） この訓令において、次の各号に掲げる養護の意義は当該各号に定めるところによる。

(1)職員 教育庁及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する職員をいう。

(2)課 神奈川県教育庁組織規則（昭和28年神奈川県教育委員会規則第４号）第２条に規定する室

及び課をいう。

(3)所 教育事務所及び給与事務所並びに県立学校その他の教育機関をいう。

第３条（職員の責務）職員は、常に事故の健康の保持並びに増進に努めなければならない。

＜第２章 安全衛生管理体制＞

第４条（管理部長の職務）管理部長は、職員の安全及び衛生の管理体制の確保が図られるよう、教育委

員会における安全及び衛生に関する業務を総括管理する。

第５条（課又は所の長の職務）課又は所（以下「所属」という。）の長（以下「所属長」という）は、

所属職員の安全及び衛生に関する業務を管理し、労働安全衛生法（以下「法」という）及びその関係
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法令において事業者が行うこととされた業務を処理する。

２ 所属長は前項の規定により法及びその関係法令により事業者が行うこととされた業務を処理するに

あたっては、法及びその関係法令の規定に従って処理しなければならない。

第６条（衛生管理者）所属長は当該所属が法第12条第１項の規定の適用を受ける時は、当該所属に同項

に規定する衛生管理者を置くものとする。

２ 前項の衛生管理者は、所属職員のうちから所属長が選任するものとする。

第７条（衛生推進者）所属長は、当該所属が法12条の２の規定の適用を受けるときは、当該所属に同条

に規定する衛生推進者を置くものとする。

２ 前項の衛生推進者は、所属職員のうちから所属長が選任するものとする。

第８条（安全衛生主任者）所属長は、当該所属が法第12条第１項及び法第12条の２の適用を受けない時

は、当該所属に安全衛生主任者を置くものとする。

２ 前項の安全衛生主任者は、課にあっては庶務を担当する主幹（庶務を担当する主幹が置かれいてい

ない課にあっては、課の長が所属職員のうちから指名する者）を、所にあっては所の庶務を担当する

課長（庶務を担当する課長が置かれいていない所にあっては、所の長が所属職員のうちから指名する

者）をもって充てる。

３ 安全衛生主任者は、上司の命を受け所属における職員の安全及び衛生に関する業務を処理する。

第９条（産業医）所属長は、当該所属が法第13条第１項の規定の適用を受ける時は、所属の同項に規定

する産業医を置くものとする。

２ 前項の産業医は、医師のうちから所属長が委嘱するものとする。この場合において、当該所属が健

康指導医を置く時は、当該健康指導医をもって充てることができる。

第10条（作業主任者）所属長は、当該所属が法第14条に規定する作業を行うことを分掌する所属である

ときは、当該所属に同条に規定する作業主任を置くものとする。

２ 前項の作業主任は、所属職員で法第１４条に規定する作業に従事するもののうちから所属長が選任

するものとする。

第11条（神奈川県教育委員会安全衛生委員会）職員の安全及び衛生に関する次に掲げる事項を調査審議

し、各所属における安全及び衛生の管理に関する業務の円滑な推進を図るため、本庁に神奈川県教育

委員会安全衛生委員会（以下「委員会」という）を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき施策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき施策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止のための施策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要

事項。

２ 委員会は、委員若干人をもって組織する。

３ 委員のうち１人は。職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する地位にある職員又はこれに準

ずる地位にある職員（以下「統括管理職員」という）のうちから、統括管理職員等である委員以外の

委員は、その他の職員のうちから教育長が指名する。

４ 教育長は、統括管理職員等である委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員

団体の推薦に基づき指名するものとする。

５ 委員の議長は、統括管理職員等である委員がなるものとする。

６ 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。
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７ 委員会の会議は、議長が招集する。

８ 委員会の庶務は、教育庁管理部厚生課で処理する。

９ 第２項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は委員会が定め

る。

第12条（所属衛生員会）所属長は、当該所属が法第18条の規定の適用を受ける時は、所属に同条に規定

する衛生委員会（以下「所属衛生委員会」という）を置くものとする。

第13条（意見の申出の機会の供与）所属衛生委員会が置かれていない所属の所属長は、当該所属におけ

る職員の安全又は衛生に関する事項について、所属職員の意見を聴くための機会を設けなければなら

ない。

２ 前項の規定にかかわらず、所属長は、一の庁内に２以上の所属がある場合において、必要があると

認める時は、当該他の所属長と協議し、合同して当該２以上の所属の職員の意見を聴くための機会を

設けることができる。

第14条（管理部長への報告）所属長は、所属衛生委員会又は所属職員からの意見聴取の際に出された意

見のうち、重要と認めたものについては、管理部長に報告しなければならない。

＜第３章 一般衛生＞

第15条（職場環境の整備改善等）所属長は、所属職員の健康を保持し、及び増進させるため、職場環境

を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

２ 管理部長は、必要があると認めるときは、職場環境の調査を行うことができる。

３ 管理部長は、前項の調査の結果に基づき必要があると認めるときは、所属長又は関係者に対し、職

場環境の整備を指示することができる。

第16条（保護具）所属長は、人の健康に害を及ぼし、又は及ぼすおそれのなる業務に従事する所属職員

に使用させるため、必要な保護具を備えなければならない。

２ 前項に規定する業務に従事する職員は、当該業務に従事中保護具を使用しなければならない。

第17条（救急用品）所属長は、所属職員の病気又は負傷に対する応急処置のため、必要な救急用品を備

えなければならない。

＜第４章 雑則＞

第18条（実施細目）この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則この訓令は、平成13年４月１日から施行する。
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平成13年４月１日

神奈川県教育委員会関係職員安全衛生管理規定の施行について（通知）

このことについて、神奈川県教育委員会関係職員安全衛生管理規定を、平成13年３月30日をもって

公表し、同年４月１日から施行したので、通知します。なお、次の点に留意の上、遺漏のないよう処理

願います。

第４条（管理部長の職務）関係

管理部長は安全衛生管理の円滑な推進を図るため、第15条の調査とは別に、必要に応じて、各所属

における安全衛生管理に係る取り組み状況について、報告を求めるものとする。なお軽易なものにつ

いては、関係課に調査を命じるものとする。

第６条（衛生管理者）関係

１ 衛生管理者の養成経費を必要に応じて予算措置する。

２ １所属につき、原則として１名を選任すること。

ただし、所属の実情に応じ、複数の者を選任することは差し支えない。

３ 衛生管理者の選任をもって管理・監督者の職員の安全衛生確保についての義務が移行することを

意味しない。また、安全衛生管理業務を効果的に行うためには、何よりも管理・監督者が安全衛生

に関する意識を向上させ、衛生委員会での調査審議が活発に行われ、衛生管理者が円滑に業務を遂

行できる環境整備に留意する必要がある。

４ 衛生管理者は、職場巡視を通じて把握した問題点について、衛生委員会において意見を述べると

ともに、所属長と協力して必要な措置を行うものとする。

５ 職員数が50名以上の所属にあっては、衛生管理者の選任が必要となるが、職員数の算出に当たっ

ては、県人事委員会の定める方法による。

第９条（産業医）関連

１ 産業医（健康指導医）の職務及び権限については、労働安全衛生法第13条及び第18条並びに労働

安全衛生規則第14条及び第15条に規定されているとおりである。なお、産業医（健康指導医）には、

可能な範囲で衛生委員会への出席を求めることとするが、産業医（健康指導医）の出席を衛生委員

会の開催要件とする必要はない。

２ 県立学校については、全ての学校で健康指導医を選任しているので、改めて産業医を選任する必

要はない。（「県立学校の「健康指導医」委嘱取扱要綱」を参照のこと）

第11条（神奈川県教育委員会安全衛生委員会）関連

１ 各所属における安全衛生問題への取り組みを支援し、また教育庁全体に渡る安全衛生問題につい

て職員の意見を反映させることを目的として、教育庁内に設置するものである。

２ 各所属に設置する衛生委員会は、所属長の諮問に応ずるというだけでなく、自らの発議により所

属における安全衛生問題を調査審議し、所属長に対して意見を述べることができる調査審議機関で

あるとされており、昭和47年９月18日付け労働省発基第91号通達において次のように解説されてい

るが、神奈川県教育委員会安全衛生委員会においても同様である。

「事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策について事業者が必要な意見を聴取し、その協力

を得るために設置運営されるものであり、したがって、安全・衛生委員会の活動は、労働時間内

に行うことを原則とすること。安全衛生委員会は、労使が協力しあって、当該事業部における安
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全衛生問題を調査審議するための場であって、団体交渉を行うところではないものであること。

なお、安全・衛生委員会の設置の趣旨にかんがみ、同委員会において問題のある事項については、

労使が納得のいくまで話し合い、労使の一致した意見に基づいて行動することが望ましいこと。」

３ 各所属における衛生委員会については、法定のものであるが、教育庁内に設置する神奈川県教

育委員会安全衛生委員会については、法令に基づかない県独自の委員会であり、その組織及び運営

については、この規定に定めるところによるものとする。なお、安全と衛生に関する事項は、密接

に関係するものであることから、委員会の名称に「安全」の文言をいれることとしたものである。

第12条（所属衛生委員会）関係

１ 所属における安全衛生問題については、職員が充分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全

衛生のための諸措置に反映される必要があり、所属衛生委員会は、所属における安全衛生上の問題

に関する職員参加の中心となるべき機関である。

２ 衛生管理者を選任していない所属の場合には、法的に有効な衛生委員会を設置することができな

いが、衛生管理者の選任が完了するまでの間、衛生委員会に準じた委員会を設置することが望まし

い。

３ 定時制又は通信制が併設されている高等学校についても、全日制を含む一つの事業場として扱う

こととし、分校が設置されている高等学校についても、本校と併せて一つの所属として扱うことと

する。ただし、分科会を設けることは差し支えない。

４ 委員の数については、所属の規模及び業務の実態に即し、適宜に決定するものとする。

５ 法第18条第４項（第17条第４項を準用）に、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合

がある時に置いてはその労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。」とあるが、ここでい

う推薦とは、労働組合の所属分会の推薦である。

６ 委員会の庶務は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを３年間保存す

るものとする。

７ 委員会に置いては、個人の検査結果数値や病名等の個人情報は取り扱わないものとする。

８ 衛生委員会を置かない所属の所属長は、当該所属における職員の安全又は衛生に関する事項につ

いて、所属職員の意見を聴くための機会を設けなければならないが、具体的な方法については、衛

生委員会に関する規定を参考とし、所属の規模及び業務の実態等を考慮して、所属長が定めるもの

とする。

その他

１ 所属長は、職員の健康診断の結果その他職員の健康管理に関する記録を５年間保存するものとす

る。

２ 職員の健康管理に関する事務に従事する職員は、その事務に関して知り得た職員の心身の障害そ

の他の秘密を漏らしてはならない。

３ 船員法が適用となる所属については、船員法の定める基準の確保に十分留意すること。

４ 労働安全衛生法によって、選任あるいは設置等の必要がある事項について、「労働基準関係事務

の手引き(平成12年３月人事委員会発行)」のＰ８～Ｐ10及びＰ90～Ｐ91に取りまとめられているの

で、各所属に適用となっている事項を確認し、遺漏のないよう十分留意すること。
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厚生労働省発表

平成13年４月６日

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について

厚生労働省は、本日、平成12年11月30日に開催された中央労働基準審議会の建議を受け、使用者が労

働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明確にし、労働時間の適正な把握のために使

用者が講ずべき措置を示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」（別

添）を策定し、併せて、今後、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて本基準の周知を図り、その

遵守のための適切な指導を行うこととしたところである。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、

労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。

しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主的

に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払

いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況

もみられるところである。

こうした中で、中央労働基準審議会においても平成12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割増

賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終

業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、この前提を改めて

明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行

うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」との建議がなされ

たところである。

このため、本基準において、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らか

にすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図り、もって労働基準法の遵守に資するものとする。

１ 適用の範囲

本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場とするこ

と。また、本基準に基づき使用者（使用者から労働時間を 管理する権限の委譲を受けた者を含む。

以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働

時間制が適用される労働者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間

に限る。）を除くすべての者とすること。

なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者

において適正な労働時間管理を行う責務があること。

２ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

(1) 始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、こ

れを記録すること。

(2) 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によ

ること。
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ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。

イ タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

(3) 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の

措置を講ずること。

ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、

適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応

じて実態調査を実施すること。

ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措

置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等

労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていない

かについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ず

ること。

(4) 労働時間の記録に関する書類の保存

労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、３年間保存すること。

(5) 労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等

労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図る

こと。

(6) 労働時間短縮推進委員会等の活用

事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等の労使協議組織を

活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行う

こと。

--------------------------------------------------------------------------------

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」についての考え方

１ 趣旨について

労働基準法上、使用者（使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受け た者を含む。以下同じ。）

には、労働時間の管理を適切に行う責務があるが、一部の事業場において、自己申告制（労働者が自

己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用

により、労働時間の把握が暖味となり、その結果、割増賃金の未払いや過重な長時間労働の問題も生

じている。このため、これらの問題の解消を図る目的で、本基準において労働時間の適正な把握のた

めに使用者が講ずべき具体的措置等を明らかにしたものであり、使用者は、基準を遵守すべきもので

あること。

２ 基準の２の(1)について

使用者に労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明らかにしたものであること。また、

労働時間の把握の現状をみると、労働日ごとの労働時間数の把握のみをもって足りるとしているもの

がみられるが、労働時間の適正な把握を行うためには、労働日ごとに始業・終業時刻を使用者が確認

し、これを記録する必要があることを示したものであること。

３ 基準の２の(2)について
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(1) 始業・終業時刻を確認するための具体的な方法としては、ア又はイによるべきであることを明ら

かにしたものであること。また、始業・終業時刻を確認する方法としては、使用者目らがすべての

労働時間を現認する場合を除き、タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録をその根拠とするこ

と、又は根拠の一部とすべきであることを示したものであること。

(2) 基準の２の(2)のアにおいて、「自ら現認する」とは、使用者が、使用者の責任において始業・

終業時刻を直接的に確認することであるが、もとより適切な運用が図られるべきであることから、

該当労働者からも併せて確認することがより望ましいものであること。

(3) 基準の２の(2)のイについては、タイムカード、ＩＣカード等の客観的な記録を基本情報とし、

必要に応じ、これら以外の使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、使用者が労働者の労

働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確認し、記録するものであること。

また、タイムカード、ＩＣカード等には、ＩＤカード、パソコン入力等が含まれるものであること。

４ 基準の２の(3)のアについて

労働者に対して説明すべき事項としては、自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったこと

により不利益な取扱いが行われることがないことなどがあること。

５ 基準の２の(3)のイについて

自己申告による労働時間の把握については、暖味な労働時間管理となりがちであることから、使用

者は、労働時間が適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行うことが望ましいもの

であるが、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から労働時間の把握が適正に行われてい

ない旨の指摘がなされた場合などには、当該実態調査を行う必要があることを示したものであること。

６ 基準の２の(3)のウについて

労働時間の適正な把握を阻害する措置としては、基準で示したもののほか、例えば、職場単位毎の

割増賃金に係る予算枠や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、当該時間を超える時

間外労働を行った際に賞与を減額するなど不利益な取扱いをしているものがあること。

７ 基準の２の(4)について

(1) 労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課し

ており、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する

重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、使用

者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並び

に労働者が自ら労働時間を記録した報告書などがあること。なお、保存期間である３年の起算点は、

それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。

(2) 上記(1)に関し、労働基準法第108条においては、賃金台帳の調製に係る義務を使用者に課し、こ

の賃金台帳の記入事項については労働基準法施行規則第54条並びに第55条に規定する様式第20

号及び第21号に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数

が掲げられていることに留意すること。

８ 基準の２の(6)に基づく措置を講ずる必要がある場合としては次のような状況が認められる場合が

あること。

(1) 自己申告制により労働時間の管理が行われている場合

(2) 一の事業場において複数の労働時間制度を採用しており、これに対応した労働時間の把握方法が

それぞれ定められている場合また、労働時間短縮推進委員会、安全・衛生委員会等の労使協議組織

がない場合には、新たに労使協議組織を設置することも検討すべきであること。
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過重労働による健康障害防止のための総合対策について

(平成14年2月12日)(基発第0212001号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)

の認定基準について」により、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、疲労の蓄積をもたらす長期間の

過重業務も、業務による明らかな過重負荷として新たに考慮することとしたところである。業務による

脳・心臓疾患の発症の防止のためには、疲労回復のための十分な睡眠時間又は休息時間が確保できない

ような長時間にわたる過重労働を排除するとともに、疲労が蓄積するおそれのある場合の健康管理対策

の強化及び過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止措置の徹底が必要である。このため、

従来からの労働者の健康確保のための措置に加えて、過重労働による健康障害防止のための総合対策を

別紙1のとおり定めたので、各局においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、過重労働に

よる健康障害防止対策の一層の推進に努められたい。 （以降詳細略）
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国連障害者の権利に関する条約（政府による仮訳文※・抜粋）

※2007年9月28日、国連において外務大臣が署名。下記は、批准に向けて検討中の文面であり、

この政府仮訳を巡っては、批判的な意見が国内の障害者団体から表明されている。

前文

この条約の締約国は、

国際連合憲章において宣明された原則が、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び価値並びに平等

のかつ奪い得ない権利が世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであると認めていることを

想起し、

国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人はいかなる差別もなしに同

宣言及びこれらの規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し、及び合意

したことを認め、

すべての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連

を有すること並びに障害者がすべての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障する

ことが必要であることを再確認し、

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、あらゆる

形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、拷問

及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条

約及びすべての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約を想起し、

障害が、発展する概念であり、並びに障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作

用であって、障害者が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ず

ることを認め、

障害者に関する世界行動計画及び障害者の機会均等化に関する標準規則に定める原則及び政策上の指針

が、障害者の機会均等を更に促進するための国内的、地域的及び国際的な政策、計画及び行動の促進、

作成及び評価に影響を及ぼす上で重要であることを認め、

持続可能な開発の関連戦略の不可分の一部として障害に関する問題を主流に組み入れることが重要であ

ることを強調し、

また、いかなる者に対する障害を理由とする差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものである

ことを認め、

さらに、障害者の多様性を認め、

すべての障害者（より多くの支援を必要とする障害者を含む。）の人権を促進し、及び保護することが

必要であることを認め、

これらの種々の文書及び約束にもかかわらず、障害者が、世界のすべての地域において、社会の平等な

構成員としての参加を妨げる障壁及び人権侵害に依然として直面していることを憂慮し、

あらゆる国（特に開発途上国）における障害者の生活条件を改善するための国際協力が重要であること

を認め、

障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に又は潜在的に貢献していることを認

め、また、障害者による人権及び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、そ

の帰属意識が高められること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進
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がもたらされることを認め、

障害者にとって、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び自立が重要であることを認め、

障害者が、政策及び計画（障害者に直接関連する政策及び計画を含む。）に係る意思決定の過程に積極

的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、

人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的な、種族的な、原住民としての若

しくは社会的な出身、財産、出生、年齢又は他の地位に基づく複合的又は加重的な形態の差別を受けて

いる障害者が直面する困難な状況を憂慮し、

障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い

又は搾取を受ける一層大きな危険にしばしばさらされていることを認め、

障害のある児童が、他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享有すべきであることを認

め、また、このため、児童の権利に関する条約の締約国が負う義務を想起し、

障害者による人権及び基本的自由の完全な享有を促進するためのあらゆる努力に性別の視点を組み込む

必要があることを強調し、

障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調し、また、この点に関し、貧困が障害者に及

ぼす悪影響に対処することが真に必要であることを認め、

国際連合憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の遵守に基づく平

和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間中における障害者の十分な保護に不可欠で

あることに留意し、

障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに当たっては、物理的、社会

的、経済的及び文化的な環境、健康及び教育並びに情報及び通信についての機会が提供されることが重

要であることを認め、

個人が、他人に対し及びその属する地域社会に対して義務を負うこと並びに人権に関する国際的な文書

において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識し、

家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であること並びに社会及び国家による保護を受ける権利を有する

ことを確信し、また、障害者及びその家族の構成員が、障害者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家

族が貢献することを可能とするために必要な保護及び支援を受けるべきであることを確信し、

障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護するための包括的かつ総合的な国際条約が、開発途上国及び

先進国において、障害者の社会的に著しく不利な立場を是正することに重要な貢献を行うこと並びに障

害者が市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的分野に均等な機会により参加することを促進するこ

とを確信して、次のとおり協定した。

第一条 目的

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保

護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との

相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを

含む。

第二条 定義

この条約の適用上、

「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメ



- 48 -

ディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的

及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用可能な情報通信技術を含む。）をいう。

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、

経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び

基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをい

う。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべ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をいう。

「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲です

べての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザイ

ンは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。

第三条 一般原則

この条約の原則は、次のとおりとする。

固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立を尊重すること。 差別され

ないこと。 社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。 人間の多様性及び人

間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れること。

機会の均等 、施設及びサービスの利用を可能にすること。 男女の平等、障害のある児童の発達しつ

つある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を保持する権利を尊重すること。

第四条 一般的義務

締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由

を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約

束する。この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他

の措置をとること。障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止

するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとること。すべての政策及び計画において障害者

の人権の保護及び促進を考慮に入れること。この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、

かつ、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 個人、団体又は民間企

業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。障害者による利用

可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニバーサルデザインを促進するため、

第二条に定めるすべての人が使用することのできる製品、サービス、設備及び施設であって、障害者

に特有のニーズを満たすために可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研

究及び開発を約束し、又は促進すること。 障害者に適した新たな技術（情報通信技術、移動補助具、

装置及び支援技術を含む。）であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及び

開発を約束し、又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。

移動補助具、装置及び支援技術（新たな技術を含む。）並びに他の形態の援助、支援サービス及び施

設に関する情報であって、障害者にとって利用可能なものを提供すること。

この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提供するため、障

害者と共に行動する専門家及び職員に対する研修を促進すること。

締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成す
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るため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力

の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直

ちに適用可能なものに影響を及ぼすものではない。

締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びにその他の障害者

に関する問題についての意思決定過程において、障害者（障害のある児童を含む。）を代表する団体

を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。

この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定で

あって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。この条約のいずれかの

締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由につい

ては、この条約がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いこと

を理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。

この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用する。

第五条 平等及び差別されないこと

締約国は、すべての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに

法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。

締約国は、障害を理由とするあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても

平等のかつ効果的な法的保護を障害者に保障する。

締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確

保するためのすべての適当な措置をとる。

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、この条約に規定する差別

と解してはならない。

第六条 障害のある女子

締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識し、及びこの点に関し、障害のあ

る女子がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとる。

締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享有することを保障す

ることを目的として、女子の完全な能力開発、向上及び自律的な意思決定力を確保するためのすべて

の適当な措置をとる。

第七条 障害のある児童

締約国は、障害のある児童が他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを

確保するためのすべての必要な措置をとる。

障害のある児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主として考慮される

ものとする。

締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明す

る権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援を提供される権利を有することを

確保する。この場合において、障害のある児童の意見は、他の児童と平等に、その児童の年齢及び成

熟度に従って相応に考慮されるものとする。

第八条 意識の向上

締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束する。

障害者に関する社会全体（家族を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する

尊重を育成すること。
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あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行（性及び年齢を理

由とするものを含む。）と戦うこと。

障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。

このため、１の措置には、次のことを含む。

次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持すること。

障害者の権利に対する理解を育てること。

障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。

障害者の技術、価値及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢献についての認識を促進す

ること。

教育制度のすべての段階（幼年期からのすべての児童に対する教育制度を含む。）において、障害者

の権利を尊重する態度を育成すること。

すべてのメディア機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう奨励すること。

障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。

第九条 施設及びサービスの利用可能性

締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするこ

とを目的として、障害者が、他の者と平等に、都市及び農村の双方において、自然環境、輸送機関、

情報通信（情報通信技術及び情報通信システムを含む。）並びに公衆に開放され、又は提供される他

の施設及びサービスを利用することができることを確保するための適当な措置をとる。この措置は、

施設及びサービスの利用可能性における障害及び障壁を特定し、及び撤廃することを含むものとし、

特に次の事項について適用する。

建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設及び職場を含む。）

情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを含む。）

締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。

公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を

発展させ、公表し、及び監視すること。

公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、障害者にとっての施設

及びサービスの利用可能性のあらゆる側面を考慮することを確保すること。

障害者が直面している施設及びサービスの利用可能性に係る問題についての研修を関係者に提供する

こと。

公衆に開放された建物その他の施設において、点字の標識及び読みやすく、かつ、理解しやすい形式

の標識を提供すること。

公衆に開放された建物その他の施設の利用可能性を容易にするための生活支援及び仲介する者（案内

者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）を提供すること。

障害者による情報の利用を確保するため、障害者に対する他の適当な形態の援助及び支援を促進する

こと。

障害者による新たな情報通信技術及び情報通信システム（インターネットを含む。）の利用を促進す

ること。

情報通信技術及び情報通信システムを最小限の費用で利用可能とするため、早い段階で、利用可能な

情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進すること。

第十条 生命に対する権利



- 51 -

締約国は、すべての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものとし、障害者が他

の者と平等にその権利を効果的に享有することを確保するためのすべての必要な措置をとる。

第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態

締約国は、国際法（国際人道法及び国際人権法を含む。）に基づく自国の義務に従い、危険な状況（武

力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含む。）において障害者の保護及び安全を確保する

ためのすべての必要な措置をとる。

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利

締約国は、障害者がすべての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認

する。

締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者と平等に法的能力を享有することを認める。

締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用することができるようにす

るための適当な措置をとる。

締約国は、法的能力の行使に関連するすべての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的

な保護を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保護は、法的能力の行使に関連する措置が、

障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさない

こと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用すること並びに権限の

ある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象とすることを確保するもの

とする。当該保護は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計

を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用について均等な機会を有することにつ

いての平等の権利を確保するためのすべての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財

産を恣意的に奪われないことを確保する。

第十三条 司法手続の利用

締約国は、障害者がすべての法的手続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）において直接及び間

接の参加者（証人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮及び

年齢に適した配慮が提供されること等により、障害者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用する

ことを確保する。

締約国は、障害者が司法手続を効果的に利用することに役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警

察官及び刑務官を含む。）に対する適当な研修を促進する。

第十四条 身体の自由及び安全

締約国は、障害者に対し、他の者と平等に次のことを確保する。

身体の自由及び安全についての権利を享有すること。

不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由のはく奪も法律に従って行われること及び

いかなる場合においても自由のはく奪が障害の存在によって正当化されないこと。

締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障害者が、他の者と

平等に国際人権法による保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従って取り

扱われること（合理的配慮の提供によるものを含む。）を確保する。

第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由

いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。

特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。
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締約国は、障害者が拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受け

ることを防止するため、他の者との平等を基礎として、すべての効果的な立法上、行政上、司法上そ

の他の措置をとる。

第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由

締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待（性別を理由とするものを含む。）

から障害者を保護するためのすべての適当な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。

また、締約国は、特に、障害者及びその家族並びに介護者に対する適当な形態の性別及び年齢に配慮

した援助及び支援（搾取、暴力及び虐待の事案を防止し、認識し、及び報告する方法に関する情報及

び教育を提供することによるものを含む。）を確保することにより、あらゆる形態の搾取、暴力及び

虐待を防止するためのすべての適当な措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮

したものであることを確保する。

締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に役立つことを意図し

たすべての施設及び計画が独立した当局により効果的に監視されることを確保する。

締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体的、認知的及び心理的な

回復及びリハビリテーション並びに社会復帰を促進するためのすべての適当な措置（保護事業の提供

によるものを含む。）をとる。このような回復及び復帰は、障害者の健康、福祉、自尊心、尊厳及び

自律を育成する環境において行われるものとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。

締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査され、及び適当な場合には訴

追されることを確保するための効果的な法令及び政策（女子及び児童に重点を置いた法令及び政策を

含む。）を実施する。

第十七条 個人が健全であることの保護

すべての障害者は、他の者と平等に、その心身が健全であることを尊重される権利を有する。

第十八条 移動の自由及び国籍についての権利

締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の者と平等に移動の自由、

居住の自由及び国籍についての権利を有することを認める。

国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に又は障害を理由として奪わ

れないこと。

国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用すること又は移動の自由に

ついての権利の行使を容易にするために必要とされる関連手続（例えば、出入国の手続）を利用する

ことを、障害を理由として奪われないこと。

いずれの国（自国を含む。）からも自由に離れることができること。

自国に戻る権利を恣意的に又は障害を理由として奪われないこと。

障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の時から氏名を有する権利

及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知り、かつ、その父母によ

って養育される権利を有する。

第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等

の権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に受け入れら

れ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを

確保することによるものを含む。
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障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有するこ

と並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。

地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止

するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス（人的支援を含む。）

を障害者が利用することができること。

一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者と平等に利用可能であり、かつ、

障害者のニーズに対応していること。

第二十条 個人的な移動を容易にすること

締約国は、障害者ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措

置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。

障害者が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、妥当な費用で個人的に移動することを容

易にすること。

障害者が質の高い移動補助具、装置、支援技術、生活支援及び仲介する者を利用することを容易にす

ること（これらを妥当な費用で利用可能なものとすることを含む。）。

障害者及び障害者と共に行動する専門職員に対し、移動技術に関する研修を提供すること。

移動補助具、装置及び支援技術を生産する事業体に対し、障害者の移動のあらゆる側面を考慮するよ

う奨励すること。

第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用

締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択するものにより、表

現及び意見の自由（他の者と平等に情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）について

の権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。この措置には、次

のことによるものを含む。

障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用可能な様式及び技術により、適時に、かつ、追加の

費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。

公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害者が自ら選択する他のす

べての利用可能な意思疎通の手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。

一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含む。）を提供する民間の団体が情報及び

サービスを障害者にとって利用可能又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。

マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含む。）がそのサービスを障害者にとっ

て利用可能なものとするよう奨励すること。

手話の使用を認め、及び促進すること。

第二十二条 プライバシーの尊重

いかなる障害者も、居住地又は居住施設のいかんを問わず、そのプライバシー、家族、住居又は通信

その他の形態の意思疎通に対して恣意的に又は不法に干渉されず、また、名誉及び信用を不法に攻撃

されない。障害者は、このような干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

締約国は、他の者と平等に、障害者の個人、健康及びリハビリテーションに関する情報に係るプライ

バシーを保護する。

第二十三条 家庭及び家族の尊重

締約国は、他の者と平等に、婚姻、家族及び親子関係に係るすべての事項に関し、障害者に対する差

別を撤廃するための効果的かつ適当な措置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的とす
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る。婚姻をすることができる年齢のすべての障害者が、両当事者の自由かつ完全な合意に基づいて婚

姻をし、かつ、家族を形成する権利を認めること。

障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利並びに障害者が年齢に適した

情報、生殖及び家族計画に係る教育を享受する権利を認め、並びに障害者がこれらの権利を行使する

ことを可能とするために必要な手段を提供されること。

障害者（児童を含む。）が、他の者と平等に生殖能力を保持すること。

締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在する場合には、それらの制

度に係る障害者の権利及び責任を確保する。あらゆる場合において、子の最善の利益は至上である。

締約国は、障害者が子の養育についての責任を遂行するに当たり、当該障害者に対して適当な援助を

与える。締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保する。締約国

は、この権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放置及び隔離を防止するため、障害の

ある児童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及び支援を早期に提供することを約束する。

締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限

のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最

善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。いかなる場合にも、児童は、自己

が障害を有すること又は父母の一方若しくは双方が障害を有することを理由として父母から分離され

ない。

締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一層広い範囲の家族の

中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、地域社会の中で家庭的な環境により代替的

な監護を提供するようあらゆる努力を払うことを約束する。

第二十四条 教育

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、この権利を差別なしに、かつ、機会の

均等を基礎として実現するため、次のことを目的とするあらゆる段階における障害者を包容する教育

制度及び生涯学習を確保する。

人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自

由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達

させること。

障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害のある児童が障害を理由とし

て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。

障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、質が高く、かつ、無償の

初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること。

個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一般の下で受けること。

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を確保すること。

締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加することを容易にするため、
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障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、

締約国は、次のことを含む適当な措置をとる。

点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並びに適応及び移動のため

の技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を容易にすること。

手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。

視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者（特に児童）の教育が、その個人にとって

最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境

において行われることを確保すること。

締約国は、１の権利の実現の確保を助長することを目的として、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、並びに教育のすべての段階に従事する専門家及び職員に

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。

締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生

涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供される

ことを確保する。

第二十五条 健康

締約国は、障害者が障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権利を有する

ことを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス（保健に関連するリハビリテーショ

ンを含む。）を利用することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。締約国は、

特に、次のことを行う。

障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は妥当な保健及び保健

計画（性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野を含む。）を提供すること。

障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス（適当な場合には、早期発見及び早期関与を

含む。）並びに特に児童及び高齢者の間で障害の悪化を最小限にし、及び防止するためのサービスを

提供すること。

これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可能な限り近くにおいて

提供すること。

保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理基準を定めることによっ

て障害者の人権、尊厳、自立及びニーズに関する意識を高めることにより、他の者と同一の質の医療

（例えば、情報に基づく自由な同意を基礎とした医療）を障害者に提供するよう要請すること。

健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、公正かつ妥当な方法で

行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。

保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害を理由とする差別的な拒否を防止す

ること。

第二十六条 リハビリテーション

締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力を達成し、

及び維持し、並びに生活のあらゆる側面に完全に受け入れられ、及び参加することを達成し、及び維

持することを可能とするための効果的かつ適当な措置（障害者相互による支援を通じたものを含む。）

をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、包
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括的なリハビリテーションのサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場合に

おいて、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。

可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な評価を基礎と

すること。

地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び受入れを支援し、自発的なものとし、並びに障害者自

身が属する地域社会（農村を含む。）の可能な限り近くにおいて利用可能なものとすること。

締約国は、リハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な

研修の充実を促進する。

締約国は、障害者のために設計された支援装置及び支援技術であって、リハビリテーションに関連す

るものの利用可能性、知識及び使用を促進する。

第二十七条 労働及び雇用

締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害

者に対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な労働市場及び労働環境にお

いて、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締

約国は、特に次のことのための適当な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働につ

いての障害者（雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されることを保障

し、及び促進する。

あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全

かつ健康的な作業条件を含む。）に関し、障害を理由とする差別を禁止すること。

他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値の労働についての同一

報酬）、安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦情に対する救済について

の障害者の権利を保護すること。

障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。

障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な

訓練を効果的に利用することを可能とすること。

労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、

これに就き、これを継続し、及びその職業に復帰する際の支援を促進すること。

自営活動の機会、起業能力、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。

公的部門において障害者を雇用すること。

適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。）を通じ

て、民間部門における障害者の雇用を促進すること。

職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。

開かれた労働市場において障害者が実務経験を取得することを促進すること。

障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。

締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者と平等に強制労働から保

護されることを確保する。

第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障

締約国は、障害者及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居を含む。）についての

障害者の権利並びに生活条件の不断の改善についての障害者の権利を認めるものとし、障害を理由と

する差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。
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締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害を理由とする差別なしにこの権利を享受す

ることについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための適

当な措置をとる。この措置には、次の措置を含む。

障害者が清浄な水のサービスを平等に利用することを確保し、及び障害者が障害に関連するニーズに

係る適当かつ利用可能なサービス、装置その他の援助を利用することを確保するための措置

障害者（特に、障害のある女子及び高齢者）が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を利用するこ

とを確保するための措置

貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用を伴った国の援助（適当

な研修、カウンセリング、財政的援助及び休息介護を含む。）を利用することを確保するための措置

障害者が公営住宅計画を利用することを確保するための措置

障害者が退職に伴う給付及び計画を平等に利用することを確保するための措置

第二十九条 政治的及び公的活動への参加

締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者と平等にこの権利を享受する機会を保障

するものとし、次のことを約束する。

特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、他の者と平

等に政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができること（障害者が投票し、及び選挙

される権利及び機会を含む。）を確保すること。

投票の手続、設備及び資料が適当であり、利用可能であり、並びにその理解及び使用が容易であるこ

とを確保すること。

適当な場合には技術支援及び新たな技術の使用を容易にすることにより、障害者が、選挙及び国民投

票において脅迫を受けることなく秘密投票によって投票する権利並びに選挙に立候補する権利並びに

政府のあらゆる段階において効果的に在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。

選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必要な場合には、障害者の要

請に応じて当該障害者が選択する者が投票の際に援助することを認めること。

障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に政治に効果的かつ完全に参加することができる環境を

積極的に促進し、及び政治への障害者の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。

国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、並びに政党の活動及び運

営に参加すること。

国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための組織を結成し、並びにこれに参

加すること。

第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加

締約国は、障害者が他の者と平等に文化的な生活に参加する権利を認めるものとし、障害者が次のこ

とを行うことを確保するためのすべての適当な措置をとる。

利用可能な様式を通じて、文化的な作品を享受すること。

利用可能な様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その他の文化的な活動を享受すること。

文化的な公演又はサービスが行われる場所（例えば、劇場、博物館、映画館、図書館、観光サービス）

へのアクセスを享受し、並びにできる限り自国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを享受

すること。

締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、創造的、芸術的及

び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有することを可能とするための適当な措置をとる。
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締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨

げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。

障害者は、他の者と平等に、その独自の文化的及び言語的な同一性（手話及び聴覚障害者の文化を含

む。）の承認及び支持を受ける権利を有する。

締約国は、障害者が他の者と平等にレクリエーション、余暇及びスポーツの活動に参加することを可

能とすることを目的として、次のことのための適当な措置をとる。

障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを奨励し、及び促進すること。

障害者が障害に応じたスポーツ活動及びレクリエーション活動を組織し、及び発展させ、並びにこれ

らに参加する機会を有することを確保すること。このため、適当な指導、研修及び資源が他の者と平

等に提供されるよう奨励すること。

障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所へのアクセスを認められることを確保すること。

障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツ活動（学校制度におけるこれらの活動

を含む。）への参加について均等な機会を享受することを確保すること。

障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツ活動の企画に関与する者によるサービスを利用

することを確保すること。

第三十一条～第四十八条 （省略）

神 奈 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例（抜粋）

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることにかんがみ、県の機関が

保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の

適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、県内における個人情報の取扱いに伴う個人

の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な県政の推進に資すること

を目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 個人情報 生存する個人に関する情報（個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該

個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役

員に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(２) 実施機関 知事、議会、公営企業管理者、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水
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面漁場管理委員会をいう。

(３) 職員等 実施機関の地方公務員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方

公務員をいう。以下この号において同じ。）であって、議会の議員（議会の議員が、議会の議員以外の

地方公務員として個人情報を取り扱う場合を除く。）以外のもの及び実施機関の国家公務員（国家公務

員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公務員をいう。）をいう。

(４) 事業者 事業を営む法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）又は事業を営

む個人をいう。

(５) 行政文書 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、

次に掲げるものを除く。

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

イ 公文書館、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応

じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料

ウ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、実施機関が定める

もの

(６) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、

検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。

ア 専ら文章を作成するための処理

イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理

ウ 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(７) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

（実施機関の責務）

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努める

とともに、個人情報の保護の重要性について県民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

（県民の役割）

第５条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにす

るとともに、自ら個人情報の保護を心掛けることによって、個人情報の保護に積極的な役割を果たすも

のとする。

第２章 実施機関が保有する個人情報の保護

第１節 実施機関の義務（取扱いの制限）

第６条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しく

は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づいて取り扱うとき、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑

者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のために取り扱うとき、又はあらかじめ神奈川

県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施
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のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

(１) 思想、信条及び宗教

(２) 人種及び民族

(３) 犯罪歴

(４) 社会的差別の原因となる社会的身分

（個人情報取扱事務の登録）

第７条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付さ

れた番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された行政文書（県又は国、

独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の職員に関する個人情報で専らその職務

の遂行に関するものが記録された行政文書で実施機関が定めるもの及び一般に入手し得る刊行物等を除

く。第４号において「個人情報記録」という。）を使用する事務に限る。以下この条において「個人情

報取扱事務」という。）について、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿を備えなければなら

ない。

(１) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(２) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(３) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(４) 個人情報記録から検索し得る個人の類型

(５) 前号の個人の類型ごとの次の事項

ア 個人情報を取り扱う目的

イ 個人情報の項目名及び前条各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときはその理由

ウ 個人情報の収集先及び収集の方法

エ 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨

オ 個人情報を利用し、又は提供する範囲、個人情報を提供するときは提供する個人情報の項目名及び

第10条第１項に規定するオンライン結合により個人情報を提供するときはその旨

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱

事務について個人情報事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、

同様とする。

３ 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を審議会に報告しなけれ

ばならない。この場合において、審議会は、当該事項について意見を述べることができる。

４ 実施機関は、第２項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個

人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審議会に報告しなければならない。

５ 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。

６ 前５項の規定は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩

序の維持のために取り扱う個人情報取扱事務については、当該個人情報取扱事務の適正な執行に支障を

及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある場合に限り、適用しない。

（収集の制限）

第８条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的（以下「取扱目

的」という。）を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超え

ないものとしなければならない。

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
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３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

(１) 法令等の規定に基づき収集するとき。

(２) 本人の同意に基づき収集するとき。

(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集する

とき。

(４) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のため

に収集するとき。

(５) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

(６) 他の実施機関から次条第１項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(７) 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより県の機関又は国の機関、独立行政法人

等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が行う当該事務又は事業の性質上その目的の達

成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集すること

に相当な理由があることを実施機関が認めて収集するとき。

４ 実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を収集す

るときは、あらかじめ、本人に対し、その取扱目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。

(１) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。

(２) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

侵害するおそれがあるとき。

(３) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のため

に収集するとき。

(４) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき。

５ 実施機関は、第３項第３号又は第７号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したとき

は、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見

を聴いた上で適当と認めたときは、この限りでない。

６ 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これら

に類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第

３項第２号の規定に該当して収集されたものとみなす。

（利用及び提供の制限）

第９条 実施機関は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提

供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(１) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

(２) 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。

(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、

又は提供するとき。

(４) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のため

に公安委員会又は警察本部長が利用し、又は提供するとき。

(５) 前４号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で必要があると認めて利用し、又は提供す

るとき。
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２ 実施機関は、前項第３号又は第５号の規定に該当して個人情報を利用し、又は提供したときは、そ

の旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で適当と認めた

ときは、この限りでない。

３ 実施機関は、その保有する個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情

報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他

必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずる

ことを求めるものとする。

（オンライン結合による提供）

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められ

るときでなければ、オンライン結合（当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理す

る電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施

機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。）による個人情報の提供を

行ってはならない。

２ 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、

審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

３ 前２項の規定は、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩

序の維持のために公安委員会又は警察本部長が警察庁又は他の都道府県警察に個人情報を提供する場合

には適用しない。

（安全性、正確性等の確保措置）

第11条 実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の規定は、実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部の委託を受けた

者が、受託に係る業務を行う場合について準用する。

３ 実施機関は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新なものに保

つよう努めなければならない。

（職員等の義務）

第12条 職員等は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

（取扱い等の委託）

第13条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を実施機関以外の者に委託

するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにし

なければならない。

（廃棄）

第16条 実施機関は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに

廃棄しなければならない。ただし、歴史的文化的資料の保存を目的とする施設において当該目的のため

に保存されることとなる個人情報については、この限りでない。

（実施機関に対する苦情の処理）

第17条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、迅速かつ

適正に処理するものとする。

２ 実施機関は、前項の苦情を処理するに当たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことがで
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きる。

第２節 開示、訂正及び利用停止の請求権（自己情報の開示請求権）

第18条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求（以下「開示の請求」

という。）をすることができる。

（開示の請求の手続）

第19条 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対

して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(１) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所

(２) 開示の請求に係る個人情報の内容

(３) その他実施機関が定める事項

２ 開示の請求をしようとする者は、当該開示の請求をしようとする者が当該開示の請求に係る個人情

報の本人であることを確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。

３ 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情

報を提供するよう努めなければならない。

（個人情報の開示義務）

第20条 実施機関は、開示の請求があったときは、第24条第２項及び第３項に規定する方法により当該

開示の請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示の請求に係る個人情報について開示をすることが次の

各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(１) 開示の請求の対象となった個人情報に開示の請求をした者（以下「請求者」という。）以外の個

人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）が含まれる場合であって、請求者

に開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵害するおそれがあると認められるとき。

(２) 開示の請求の対象となった個人情報に法人等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関し

て記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人

が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。

(３) 開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、

請求者に開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると

き。

(４) 開示の請求の対象となった個人情報が県の機関内部若しくは機関相互又は県の機関と国の機関、

独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討又は協

議に関するものであって、請求者に開示をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(５) 開示の請求の対象となった個人情報が県の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団

体の機関若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関するものであって、請求者に開示をするこ

とにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき。

ア 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは
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不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(６) 請求者に開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があると

き。

(７) 法令等の規定又は地方自治法第245条の９第１項に規定する基準その他実施機関が法律上従う義

務を有する国の機関の指示により、本人に開示をすることができないとされているとき。

(８) 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示の請求の対象となった個

人情報の開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。

（個人情報の存否に関する情報）

第21条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前

条第２項各号のいずれかに該当し、不開示とすべき情報の開示をすることとなるときは、実施機関は、

当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。

（開示の請求に対する決定等）

第22条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、

当該開示の請求について開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、第19条第３項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。

３ 前項の場合において、開示の請求に係る個人情報の全部又は一部の開示を拒むとき（第21条の規定

により開示の請求を拒むとき及び開示の請求に係る個人情報を実施機関が保有していないときを含む。）

は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該個人情報の開示を拒む理由が

なくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

４ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期間を45日以内

に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期

間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。

５ 開示の請求に係る個人情報が著しく大量であるため又は当該個人情報の検索に著しく日時を要する

ため、開示の請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示又は不開示の決定をする

ことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第１項及び前項の規定にかかわら

ず、実施機関は、開示の請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示又は不開示の

決定をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示又は不開示の決定をすれば足りる。この場合

において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面で通知しな

ければならない。

(１) この項の規定を適用する旨及びその理由

(２) 残りの個人情報について開示又は不開示の決定をする期限

（事案の移送）

第23条 実施機関は、開示の請求に係る個人情報が他の実施機関より提供されたものであるときその他

他の実施機関において開示又は不開示の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施
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機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送を

した実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示の請求につ

いての開示又は不開示の決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前に

した行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示の請求に係る個人情報の全部又は一部を開示す

る旨の決定（以下「開示の決定」という。）をしたときは、移送をした実施機関は、次条の規定による

個人情報の開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。

（開示の実施）

第24条 実施機関は、第22条第１項の規定により、開示の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報

の開示をするものとする。

２ 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。

(１) 行政文書のうち文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交

付

(２) 行政文書のうち電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状

況等を考慮して実施機関の定める方法

(３) 行政文書以外の物に記録されている個人情報 前２号に規定する方法に準じた方法

３ 実施機関は、開示の請求に係る行政文書に記録されている個人情報の開示をする場合であって、前

項に規定する方法によると、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正

当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該行政文書を複写したものにより開示をすること

ができる。

４ 個人情報の開示を受ける者は、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを

確認するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

（開示の請求の特例）

第25条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第19条第１項の規定にかかわらず、開示の

請求は、口頭により行うことができる。

２ 実施機関は、前項の規定によりあらかじめ定めた個人情報について開示の請求があったときは、第

22条及び前条第１項の規定にかかわらず、開示又は不開示の決定をしないで、速やかに、同条第２項及

び第３項に規定する方法により開示をするものとする。

（費用負担）

第26条 第24条第２項及び第３項の規定による開示をするに当たり、行政文書（複写したものを含む。）

その他の物の写し等の交付を行う場合にあっては、当該写し等の交付に要する費用は、請求者の負担と

する。

（自己情報の訂正請求権）

第27条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めると

きは、その訂正（削除を含む。以下同じ。）を請求することができる。

２ 第18条第２項の規定は、前項の訂正の請求（以下「訂正の請求」という。）について準用する。

（訂正の請求の手続）

第28条 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の請求に係る個人情報を保有している実施機関に対

して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
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(１) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所

(２) 訂正の請求に係る個人情報の内容

(３) 訂正を求める箇所及び訂正の内容

(４) その他実施機関が定める事項

２ 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、

又は提示しなければならない。

３ 第19条第２項及び第３項の規定は、訂正の請求について準用する。

（個人情報の訂正義務）

第29条 実施機関は、訂正の請求があった場合において、当該訂正の請求に理由があると認めるときは、

当該訂正の請求に係る個人情報の取扱目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければ

ならない。

（個人情報の存否に関する情報）

第30条 第21条の規定は、訂正の請求について準用する。この場合において、同条中「開示の請求」と

あるのは「訂正の請求」と、「前条第２項」とあるのは「第20条第２項」と読み替えるものとする。

追加〔平成17年条例30号〕

（訂正の請求に対する決定等）

第31条 実施機関は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に、

必要な調査を行い、訂正をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、第28条第３項に

おいて準用する第19条第３項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当

該期間に算入しない。

２ 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、当該訂正の請求に係る個人情報

の訂正をした上、当該訂正の請求をした者に訂正の内容及び訂正の理由を書面で通知しなければならな

い。

３ 実施機関は、第１項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、当該訂正の請求をした者に

その旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

４ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期間を45日以内

に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正の請求をした者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。

５ 第22条第５項の規定は、訂正の請求に対する決定について準用する。この場合において、同項中「開

示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「60日」とあるのは「75日」と、「開示又は不開示の決定」

とあるのは「訂正をする旨又はしない旨の決定」と、「請求者」とあるのは「訂正の請求をした者」と

読み替えるものとする。

（事案の移送）

第32条 第23条の規定は、訂正の請求について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中

「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「開示又は不開示の決定」とあるのは「訂正又は不訂正

の決定」と、同条第３項中「開示の請求」とあるのは「訂正の請求」と、「個人情報の全部又は一部を

開示する旨の決定（以下「開示の決定」という。）」とあるのは「個人情報を訂正する旨の決定」と、「次

条の規定による個人情報の開示の実施」とあるのは「訂正の実施」と読み替えるものとする。

（個人情報の提供先への通知）

第33条 実施機関は、第31条第２項の規定により個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があ
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ると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

（自己情報の利用停止請求権）

第34条 何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、当該各号に定める個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」とい

う。）を請求することができる。

(１) 第６条の規定に違反して取り扱われているとき、第８条第１項から第３項までの規定に違反して

収集されたものであるとき又は第９条第１項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利

用の停止又は消去 (２) 第９条第１項又は第10条第１項の規定に違反して提供されているとき 当該

個人情報の提供の停止 (３) 第16条の規定に違反して保存されているとき 当該個人情報の消去

２ 第18条第２項の規定は、前項の利用停止の請求（以下「利用停止の請求」という。）について準用

する。

（利用停止の請求の手続）

第35条 利用停止の請求をしようとする者は、当該利用停止の請求に係る個人情報を保有している実施

機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(１) 利用停止の請求をしようとする者の氏名及び住所

(２) 利用停止の請求に係る個人情報の内容

(３) 利用停止を求める箇所及び利用停止の内容

(４) その他実施機関が定める事項

２ 第19条第２項及び第３項の規定は、利用停止の請求について準用する。

（個人情報の利用停止の義務）

第36条 実施機関は、利用停止の請求があった場合において、当該利用停止の請求に理由があると認め

るときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停

止の請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をするこ

とにより、当該個人情報の取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす

おそれがあると認められるときは、この限りでない。

（個人情報の存否に関する情報）

第37条 第21条の規定は、利用停止の請求について準用する。この場合において、同条中「開示の請求」

とあるのは「利用停止の請求」と、「前条第２項」とあるのは「第20条第２項」と読み替えるものとす

る。

（利用停止の請求に対する決定等）

第38条 実施機関は、利用停止の請求があったときは、当該利用停止の請求があった日から起算して30

日以内に、必要な調査を行い、利用停止をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、

第35条第２項において準用する第19条第３項の規定による補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。

２ 実施機関は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止の請求に係る

個人情報の利用停止をした上、当該利用停止の請求をした者に利用停止の内容及び利用停止の理由を書

面で通知しなければならない。

３ 実施機関は、第１項の規定により利用停止をしない旨の決定をしたときは、当該利用停止の請求を

した者にその旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

４ 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期間を45日以内
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に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止の請求をした者に対し、遅滞

なく、延長後の期間及び延長の理由を書面で通知しなければならない。

５ 第22条第５項の規定は、利用停止の請求に対する決定について準用する。この場合において、同項

中「開示の請求」とあるのは「利用停止の請求」と、「60日」とあるのは「75日」と、「開示又は不開

示の決定」とあるのは「利用停止をする旨又はしない旨の決定」と、「請求者」とあるのは「利用停止

の請求をした者」と読み替えるものとする。

（開示の請求、訂正の請求及び利用停止の請求の適用除外）

第39条 第18条から第26条までの規定は、他の法令等の規定により、行政文書の閲覧、縦覧等の手続が

定められているとき、行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められているときその他の第24条第２

項及び第３項に規定する方法と同一の方法（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内

に限る。）による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報の開示については、適

用しない。

２ 第27条から第33条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の訂正の手続が定められてい

るときにおける個人情報の訂正については、適用しない。

３ 第34条から前条までの規定は、他の法令等の規定により、個人情報の利用停止の手続が定められて

いるときにおける個人情報の利用停止については、適用しない。

４ 第18条から前条までの規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官

若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報

（当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に

係るものに限る。）並びに刑事訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、適

用しない。

５ 前４項に規定するもののほか、個人情報が次の各号に掲げるものに記録されている場合にあっては、

第18条から前条までの規定は、適用しない。

(１) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものであって、

実施機関が取得したもの

(２) 一般に入手し得る刊行物等であって、実施機関が取得したもの

第３節 不服申立て（審査会への諮問）

第40条 第22条第１項、第31条第１項又は第38条第１項の決定について、行政不服審査法（昭和37年法

律第160号）による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機

関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、神奈川県個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）に諮問し、審査会の議を経て、当該不服申立てに対する決定又は裁決を行わなければ

ならない。

(１) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(２) 不服申立てに対する決定又は裁決で、開示の決定（開示の請求に係る個人情報の全部の開示をす

る旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部の開示をするこ

ととするとき。

(３) 不服申立てに対する決定又は裁決で、訂正の請求に係る決定（訂正の請求に係る個人情報の全部

の訂正をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部の訂

正をすることとするとき。

(４) 不服申立てに対する決定又は裁決で、利用停止の請求に係る決定（利用停止の請求に係る個人情
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報の全部の利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情

報の全部の利用停止をすることとするとき。

（諮問をした旨の通知）

第41条 前条の規定により審査会に諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、不服申

立人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

（審査会の調査権限等）

第42条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第22条第１項、第31条第１項又

は第38条第１項の決定に係る個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合に

おいて、当該決定に係る行政文書の写しが作成されたときは、当該写しについては、前節及びこの節並

びに神奈川県情報公開条例（平成12年神奈川県条例第26号）第２章及び第３章の規定は、適用しない。

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

３ 第１項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審議を行うため必要があると認めるとき

は、不服申立人、諮問実施機関その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求

めることができる。

４ 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。

（意見の陳述等）

第43条 審査会は、不服申立人又は諮問実施機関から申出があったときは、当該不服申立人又は諮問実

施機関に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

（提出資料の閲覧等）

第44条 不服申立人は、諮問実施機関に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交

付を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると

認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

２ 諮問実施機関は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することが

できる。

３ 第１項の規定による意見書又は資料の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求めるも

のの負担とする。

第４節 適用除外（適用除外）

第45条 統計法（昭和22年法律第18号）第２条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情

報及び同法第８条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報並

びに統計報告調整法（昭和27年法律第148号）の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告（専ら統

計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。）の徴集によって得られた個人情報並びに神奈

川県統計調査条例（昭和26年神奈川県条例第43号）第２条第１項に規定する統計調査によって集められ

た個人情報については、この章の規定は、適用しない。

２ 公文書館、図書館、博物館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応

じて収集し、整理し、及び保存している個人情報については、この章の規定は、適用しない。

第４章 雑則

（運用状況の公表）

第59条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。この場合に
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おいて、知事は、前章の規定の運用の状況を併せて公表するものとする。

（個人情報保護制度の改善に関する施策の諮問）

第60条 実施機関は、個人情報の保護に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当

たって必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

（審議会の委員の守秘義務）

第61条 審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。

（委任）

第62条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、

事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。

第５章 罰則

第63条 職員等若しくは職員等であった者又は第15条の業務に従事している者若しくは従事していた者

が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書（個人情報を含む情報の集合物で

あって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したものに限る。その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提

供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰

金に処する。

第65条 職員等がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する

事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。

第66条 前３条の規定は、神奈川県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第67条 第42条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に

処する。

第68条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、５万円以下

の過料に処する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２年10月１日から施行する。ただし、第６条ただし書、第８条第３項第６号及び

第４項ただし書、第９条第１項第４号及び第２項ただし書並びに第29条中審議会の意見を聴くことに関

する部分、第42条中審議会の委員に係る部分並びに附則第３項（別表知事の項神奈川県公文書公開運営

審議会の項の次に加える改正規定中審議会に係る部分に限る。）の規定は、同年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に行われている個人情報を取り扱う事務については、第７条第２項の規定中

「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について」とあり、及び第10

条第２項の規定中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条

例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。
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（附属機関の設置に関する条例の一部改正）

３ 附属機関の設置に関する条例（昭和28年神奈川県条例第５号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成７年３月14日条例第２号）

この条例は、平成７年７月１日から施行する。

附 則（平成12年３月28日条例第37号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成12年３月28日条例第38号）

（施行期日）

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にされた改正前の第15条第１項、第21条第１項又は第26条第１項の規定による開

示の請求、訂正の請求又は是正の申出でこの条例の施行の際まだその処理がされていないものについて

は、改正後の第15条第１項、第21条第１項又は第26条第１項の規定による開示の請求、訂正の請求又は

是正の申出とみなす。

附 則（平成12年11月28日条例第73号）

この条例は、平成13年１月６日から施行する。

附 則（平成16年11月30日条例第61号）

この条例は、平成17年１月１日から施行する。

附 則（平成16年12月28日条例第80号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。（後略）

（神奈川県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置）

附 則（平成17年３月29日条例第30号）

（施行期日）

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。ただし、第45条の見出しを削り、同条中「第25条の

２第４項」を「第42条第４項」に、「30万円」を「50万円」に改め、同条を第67条とし、同条の次に１

条を加える改正規定（「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。）は、同年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行前にされた改正前の第26条第１項の規定による是正の申出でこの条例の施行の際ま

だその処理がされていないものについては、なお従前の例による。

３ この条例の施行前にされた改正前の第15条第１項又は第21条第１項の規定による開示の請求又は訂

正の請求でこの条例の施行の際まだその処理がされていないものについては、改正後の第18条第１項又

は第27条第１項の規定による開示の請求又は訂正の請求とみなす。

４ 改正後の第63条から第66条までの規定は、特別職に属する地方公務員（知事、副知事、出納長、教

育長、公営企業管理者、病院事業管理者、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、人事委員会の委

員、監査委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員及び内水面漁場管理

委員会の委員を除く。）がした行為については、平成17年６月30日までの間は、適用しない。

附 則（平成17年７月22日条例第81号）
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１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ 公安委員会及び警察本部長は、この条例による改正後の神奈川県個人情報保護条例の規定により神

奈川県個人情報保護審議会の意見を聴くこととされる事項については、この条例の施行の日前において

も、同審議会の意見を聴くことができる。

附 則（平成18年３月31日条例第17号）

この条例は、平成18年４月１日から施行する。


