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概要 

• 国際的人権における文化的な生活、レクリエーション、 
余暇及びスポーツへの権利の展開 
• 2006年 障害者権利条約 

• 1948年 世界人権宣言 

• 2017年 障害者権利条約の台湾総括所見 
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2006年障害者権利条約第三十条 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 

1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を認める
ものとし、次のことを確保するための全ての適当な措置をとる。  

（a） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有すること。 

（b） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、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機会を有すること。 

（c） 障害者が、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）を利用する機会を有し、並びに自国の文化的に重要な記念
物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。 

2 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、自己
の創造的、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。 

3 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全ての適当な
措置をとる。 

4 障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性（手話
及び聾文化を含む。）の承認及び支持を受ける権利を有する。 
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2006年障害者権利条約第三十条 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 

 

 

5 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、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。  

（a） 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。 

（b） 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、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
者との平等を基礎として提供されるよう奨励すること。 

（c） 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有することを確保す
ること。 

（d） 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動（学校制度におけるこ
れらの活動を含む。）への参加について他の児童と均等な機会を有することを確保すること。 

（e） 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与する者によるサー
ビスを利用する機会を有することを確保すること。 
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1948年 世界人権宣言採択 
 ＊2018年は採択70周年 
 
• 第27条 

• １ すべて人は、自由に社
会の文化生活に参加し、芸
術を鑑賞し、及び科学の進
歩とその恩恵とにあずかる
権利を有する 
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1966年 経済的、社会的及び文化的権利
に関する国際規約  
• 第15条 

• 1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。  
• (a) 文化的な生活に参加する権利  

• (b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利  

• (c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物
質的利益が保護されることを享受する権利 
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1978年 体育・身体活動・スポーツに関
する国際憲章 
• 第1条－体育・身体活動・スポーツの実践は、すべての人の基
本的権利である 
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1979年 女性差別撤廃条約 
 
• 第十三条 

•  締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権
利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の
分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当
な措置をとる。  

• （ａ） 家族給付についての権利 

• （ｂ） 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用につい
ての権利 

• （ｃ） レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面におけ
る文化的活動に参加する権利 
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1982年 障害者に関する世界行動計画 

•4. 機会均等化 
• ｆ レクリエーション 
• 134 加盟各国は、障害者が他の市民と同様のレクリエーション活
動の機会をもてるよう確保すべきである。これは、レストラン、映
画館、劇場、図書館、行楽地、競技場、ホテル、海岸、その他のレ
クリエーションのための場所を使用することが含まれる。加盟各国
は全てのこの目的にとって支障となるものを取り除くための対策を
講ずるべきである。観光当局、旅行代理店、ホテル、ボタンティア
団体及びその他のレクリエーション活動又は旅行の企画に関与する
ところは、そのサービスをすべての人々に対して提供すべきであり、
障害者を差別してはならない。このことは、例えば一般の人々への
通常の情報の中にも障害者が利用できるための情報をもりこむこと
が含まれる。 
 
 10 



1982年 障害者に関する世界行動計画 

• ｇ 文化 

• 135 加盟各国は、障害者が自らのためばかりでなく、地域社
会を豊かにするためにも自らの創造的、芸術的及び知的潜在能
力を十分に活かす機会を享有できることを確保すべきである。
このために、文化活動に対する機会が確保されるべきである。
必要な場合には、精神又は感覚の損傷をもつ人々のニーズに応
えるため、特別な措置がとられるべきである。これらには聾者
のためのコミュニケーション自助具、視力障害者のための点字
図書やカセット、知的能力にあわせた読書用資料などが含まれ
よう。文化的活動の範囲には、ダンス、音楽、文学、劇、造形
美術などが含まれる。 

 

 11 



1982年 障害者に関する世界行動計画 

• ｉ スポーツ 

• 138 障害者にとってスポーツが重要であることが増々認識さ
れてきている。したがって、加盟各国は、障害者のあらゆる形
のスポーツ活動を、とりわけ適切な施設の提供及びこれらの活
動の適当な組織化を通じ、奨励すべきである。 
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1989年 児童の権利条約 

• 第31条 

• 1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童
がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並
びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 

• 2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加す
る権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活
動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平
等な機会の提供を奨励する。 
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1990年 すべての移住労働者とその家族
の権利保護に関する条約  
• 第45条   

• １ 移住労働者の家族は、以下のものの利用、参加について、
就業国の国民と平等に処遇されるものとする。 

• (d)文化活動事業 

• ３ 就業国は、移住労働者の子どもに対する母語及び出身国の
文化の教育を促進するよう努力し、出身国は適切な場合いつで
もこれに協力するものとする。 

 
• （訳 江橋崇：難民・外国人労働者問題キリスト者連絡会編『移住労働者の権利を宣言する！－移住労働者の権利条約 
条文・解説－』明石書店、1993年）  
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1993年 障害者の機会均等化に関する基
準規則 
• 規則10：文化  

• 政府は障害を持つ人が平等な立場で文化活動に統合され、参加できるよう
保障すべきである。 

• 1、政府は都市部であれ農村部であれ、障害を持つ人自身のためのみなら
ず、地域社会を豊かにするために、障害を持つ人がその創造的・芸術的・
知的潜在可能性を利用する機会を持つよう保障すべきである。その活動例
はダンス、音楽、文学、演劇、造形美術、絵画、彫刻である。特に途上国
ではあやつり人形、朗唱、語りなどといった伝統的、現代的芸術様式が強
調されるべきである。 

• 2、政府は障害を持つ人に、劇場、美術館、映画館、図書館といった文化
的催し・サービスを提供し、これを障害を持つ人が利用できるようにする
よう促進すべきである。 

• 3、政府は本、映画、演劇を障害を持つ人が利用できるようにするための
特別な技術的取り決めの策定と利用を提唱すべきである。 
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1993年 障害者の機会均等化に関する基
準規則 
• 規則11：レクリエーションとスポーツ  

• 政府は障害を持つ人がレクリエーションとスポーツへの平等な機会
を持つことを保障するための方策をとるべきである。 

• 1、政府はホテル、海岸、スポーツ場、体育館等のレクリエーション
やスポーツの場を障害を持つ人が利用できるようにすべきである。
これらの方策は障害を持つ人の利用を可能にする方法の開発、参加、
情報と研修計画のプロジェクトを含むレクリエーションとスポーツ
事業の職員への支援を包含するべきである。 

• 2、観光当局、旅行代理店、ホテル、自主的団体、レクリエーション
活動もしくは旅行の機会に関係するその他の団体は障害を持つ人の
特別なニーズを考慮に入れ、サービスを全員に提供すべきである。
適切な研修がこの過程を支援するために行われるべきである。 
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1993年 障害者の機会均等化に関する基
準規則 
• 3、スポーツ組織はスポーツ活動に障害を持つ人が参加できる
機会をつくりだすよう奨励されるべきである。参加への機会を
開放するにはアクセシビリティを整備するだけで十分な場合も
ある。特別な手筈や特別なゲームが必要になる場合もある。政
府は障害を持つ人が全国的、国際的な行事に参加するよう支援
するべきである。 

• 4、スポーツに参加している障害を持つ人は他の参加者と同じ
質の指導と研修を利用できるべきである。 

• 5、障害を持つ人向けのサービスを作成する場合に、スポーツ
とレクリエーションを組織する者は障害を持つ人の組織と協議
すべきである。 
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2013年 盲人、視覚障害者その他の印刷物の
判読に障害のある者が発行された著作物を利
用する機会を促進するためのマラケシュ条約 

• 批准 
• モンゴル(2015) 

• 韓国(2015) 

• 日本(2018) 

• 署名 
• 中国 (2013) 
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2014年韓国初回総括所見 

• 57．   委員会は、締約国が全盲、視覚障害あるいは他のプリン
ト資料へのアクセスが困難な障害者に対して発行物へのアクセ
スを許容する「視覚障害者およびプリントディスアビリティの
ある人々の出版物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条
約」に批准していないことに対して懸念する。 

• 58．   委員会は締約国に対し、マラケシュ条約に可能な限り早
期に批准し、履行するためのすべての適切な措置を採用するこ
とを推奨する。 

 
• （訳：崔栄繁） 
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2017年 台湾初回総括所見（国際審査委
員会） 
• 74. 国際審査委員会は以下を懸念する。 

• （a）障害者のスポーツへの参加を促進するための予算のついた事業
やプログラムがない。 

• （b）利用可能な電子書籍の数が少ないため、盲人、視覚障害者その
他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物にアクセスす
ることが困難になっている。 

• （c）公園、娯楽施設およびスポーツセンターによる利用に関する精
神障害および知的障害を有する者に対するものを含む、障害に基づ
く差別的な全国レベル、地方レベルの差別的な規則および慣行。 

• （d）障害児が遊び場を利用するできない。 
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2017年 台湾初回総括所見（国際審査委
員会） 
• 75．国際審査委員会は、以下を国に勧告する。 

• （a）障害者のスポーツへの参加を促進し、障害者のスポーツへの参加を
促進するプログラムおよびプロジェクトを確立するために、障害者権利条
約に準拠して国民スポーツ法を改正する。 

• （b）世界知的所有権機関（WIPO）が主管する、視覚障害者その他の印
刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進する
ためのマラケシュ条約に従って、アクセシブルな形式での出版物を促進す
る。 

• （c）障害者権利保護法および民法を含む関連法を強化することにより、
公園、娯楽施設、スポーツセンターによる知的障害者および精神障害者を
含む障害者を拒否するという差別的な規制および慣行を全国および地方レ
ベルで撤廃する。 

• （d）ユニバーサルデザインに基づく遊び場を開発し、障害児がレジャー
やレクリエーションに参加できるようにする。 
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Concluding Observations on Article 30 

• Haiti, Nepal, Oman, Russian Federation, Seychelles, Slovenia, 
Sudan, Luxembourg, Montenegro, Morocco, Panama, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Armenia, Bosnia 
and Herzegovina, Cyprus, Honduras, Iran (Islamic Republic of), 
Jordan, Republic of Moldova, Bolivia, Colombia, Guatemala, Italy, 
United Arab Emirates, Lithuania, Portugal, Serbia, Slovakia, 
Thailand, Uganda, Brazil, European Union, Gabon, Kenya, 
Mauritius, Qatar, Ukraine, Cook Islands, Croatia, Czech Republic, 
Dominican Republic, Germany, Turkmenistan, New Zealand, 
Denmark,  Republic of Korea,  Belgium, Ecuador, Mexico, Sweden, 
Azerbaijan, Costa Rica,  El Salvador 

• There are no recommendations on Latvia, Canada, Ethiopia, 
Uruguay, Chile, Mongolia, Australia, Austria, Paraguay, Argentina, 
China, Hungary, Peru, Spain and Tunisia.  

22 



終わりに 

• 差異の尊重（第4条：一般原則） 
• アートブリュット: インクルーシブか排除? 

• アールブリュットはフランスのアーティスト、ジャン・デュビュッ
フェが画家の学術的伝統の外に作られたグラフィティやナイーブアー
トなどのアートを表現するために考案された "生の芸術"（Tate 
Modern） 

• 私たちの生における「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」をどのように大切にするか。「贅沢」
でなくした時に、インクルージョンへの前進がある。 
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多謝 

• 감사합니다 

• 謝謝 

• 唔該 

• ありがとうございます。 

• Thank you very much! 

 

 

 

24 


