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2022 年 8 月 6 日に国際審査委員会（IRC）が採択した障害者権利条約

（CRPD）に関する中華民国（台湾）の第 2 報告書の結論的見解  

  

I. はじめに   

  

1. 2014 年 8 月、中華民国（台湾）立法院は、「障害者権利条約実施法」（実

施法）を可決しました。実施法は 2014 年 12 月に施行され、国連障害者

権利条約（以下、CRPD）の国内調和のための枠組みを提供するものである。

台湾における CRPD の実施に関する初回レビューの最終見解が 2017 年 11 

月に採択された。   

2. その後、行政院は実施法に基づき、2020 年 12 月に第 2 回国家報告書を

提出し、その英語版は 2021 年 8 月に公開された。当初、実施法に基づ

き、 

第 2 回審査は 2021 年に予定されていたが、COVID-19 の大流行のため、 

2022 年に延期された。    

3. 台湾政府は、第 2 回目の国別報告書を審査するため、5 人の専門家を招

き、国際審査委員会（IRC）を結成した。メンバーは、Kim Hyung Shik

（韓国）、 

Oliver Lewis（英国）、Janet Meagher（オーストラリア）、長瀬修（日本：議

長）、Diane Richler（カナダ）で、居住国とは無関係に個人の資格で活動して

いる。メンバーは全員、障害者の権利に関する専門家とみなされている。  

4. IRC は台湾の第 2 報告書を審査し、2022 年 3 月 1 日に英語の「List of  

Issues」を提供した。政府は、2022 年 4 月 21 日に「課題リスト」の北京

語訳を提供した。   

5. IRC は、障害者団体を含む市民社会組織からの情報を並行報告として、ま

た、2021 年 8 月に国内人権委員会（以下、NHRC）からの情報を受領した。

国は、2022 年 7 月 1 日に「課題リスト」に対する詳細な回答を提出し

た。    
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6. IRC は、障害者の代表組織や NHRC など、市民社会から「課題リスト」に

対する国の回答に対して、いくつかのインプットを受け取った。  

7. レビューセッションでは、国と市民社会の両方との対話が行われ、2022 

年 

8 月 1 日から 3 日まで台北南港展覧館で開催されました。IRC メンバー

の参加は、対面式とバーチャル式のハイブリッド型であった。   

8. IRC は本最終見解を採択し、2022 年 8 月 6 日に提示した。  

9. 2022 年 8 月 1 日～3 日に台北で開催されたセッションの事前準備と会

期中に、非常に活発な参加があったことを IRC は喜んでいます。   

10. IRC は、台湾政府と国民が CRPD の実現に向けた努力を続けていることを

称賛します。審査期間中、多くの政府関係者が参加した政府との建設的な

対話は、CRPD の完全実施に向けた政府のコミットメントを示すものであ

った。  

11. 市民社会、特に障害のある子どもや若者を含む障害者とその代表組織の積

極的な参加は、CRPD の 4 条 3 項と 33 条 3 項に沿うものであり、継続

的な実施を成功させるために必要なものであった。   

12. IRC は、この第 2 回レビュープロセスへの障害者団体を含む市民社会の

積極的な参加に深い感謝の意を表するものである。  

13. IRC は、IRC の後方支援を行った厚生省、特に同省の CRPD チームに対し 

て感謝の意を表します。  

    

II.  プラス面   

  

14. IRC は、国を次のように評価しています。   

a. コントロールユアン国家人権委員会の有機的な法律により、2020 年

に国家人権委員会を設立すること。  

b. 国家人権行動計画を発表し、行動計画の実施を調整するため、行政

院人権及び移行期正義局を設立する。  
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c. 2017 年 IRC 最終見解に基づく、指標を含む CRPD 行動計画である詳

細な最終見解対応フォームの策定、および   

d. 2022 年 1 月に発表された、子どもや若者の不必要な家庭外収容を最

小限に抑え、子どもや若者が自分の家で成長できるようにすること

を 

目的とした、子どもや若者の代替ケア政策を策定すること。   

    

III.  一般的な問題  
   

人権へのアプローチ   

15. CRPD は、特に障害者に焦点を当てた国際条約です。CRPD は、障害者を

ケアや管理、慈善、恐怖の対象として扱う「障害者の客体化」からの脱却を

意味しています。むしろ、一人ひとりを権利と基本的自由の主体として扱

い、「違いを尊重し、障害を持つ人を人間の多様性と人間性の一部として

受け入れる」（CRPD 第 3 条）ことを奨励しています。  

16. CRPD の文言と精神を満たすために必要な転換は、すべての政府が障害者

の権利享受へのアプローチにおける大幅な変革に乗り出すことを必要としま

す。必要なのは、法律、政策、規制、予算配分、実践のすべてが変革の戦略

をサポートするようにするハイレベルなビジョンである：集合施設での監禁

からコミュニティでの自立生活へ、隔離から包摂へ、福祉の手当てから労働

市場への参加へ、意思決定の代行から法的能力行使の支援提供へ、個別のク

ラスや学校での特別教育から多様な子どもたちが共に幼少時代を過ごす包摂

教育へ、診断主導型の介入から個人のニーズと希望を満たすオーダーメード

のサポートへ。   

17. このような法律、政策、生活全般にわたる必要なシフトには、法律、政策、

資金だけでなく、態度の変化も必要である。障害者は、支援の計画と提供の

すべての側面に参加する必要があり、彼らが受けたいと思う支援をコントロ

ールできるようにする必要がある。集合住宅への投資から、地域支援サービ

スへの協調的な投資、そして人々が希望し必要とするサービスを購入できる

個人予算への投資へと移行する必要がある。   
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18. 全体として、法律や政策のいくつかの分野では前向きな進展が見られるもの

の、IRC は、慈善事業／生物医学モデルが、州内の障害者に対する政府の採

用した主要な枠組みとして残っていることに失望している。   

19. IRC は最終見解において CRPD の各条項についてコメントや勧告を行って

いますが、まずは複数の条文に影響を与える横断的なテーマをまとめ、国が 

CRPD をさらに実施するための一助となることを意図しています。  

  

平等と無差別   

20. 行政院は、合理的配慮の拒否が雇用やあらゆる商品・サービスの提供におけ

る違法な差別を構成することを明記するなど、障害者を差別から適切に保護

する平等・無差別法を立法院に提案することができなかった。   

21. IRC は、市民社会から、この法制上のギャップがもたらす現実的な影響につ

いて多くの事例を聞いてきました。潜在的な雇用主は障害者を雇わないとい

う差別をする自由があり、その結果、多くの障害者が開かれた労働市場への

アクセスを拒否されている。多くの人は、保護された作業場という影の経済

で反復的な仕事をこなしています。技術部門を含む社会全体の部門が、障害

を持つ同僚と働き、社会と経済への貢献から利益を得る機会を否定されるこ

とになる。このことは、障害者に対するスティグマを永続させ、固定観念や

偏見を助長する。障害者が仕事をする場合、雇用主が従業員のニーズに合わ

せて変更・調整する法的義務は不十分である。  

22. 法律、政策、規制には差別的な規定が根強く、障害者が他の人と平等に 

CRPD に規定された権利を享受することを妨げている。合理的配慮の欠如を

含む差別の明確な法的定義がなければ、啓発とアクセシビリティの取り組み

の不十分さと相まって、多数の障害者が差別と不平等な扱いに耐え続けるこ

とになる。   

  

参加方法   

23. 参加は CRPD の生命線である。それはいくつかの条項の中にあり、特に第 

4 条 3 項と第 33 条 2 項の中にある。政府の代表者は参加という言葉を口

にするが、NGO や障害者の経験では、法律や政策の発展への参加を促進

するために国や地方レベルで確立されたメカニズムは不十分であり、アク
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セスしにくいということである。問題は、政府の意図ではなく、その結果

にある。   

24. 同様に、差別の疑いを晴らすための現地メカニズムも存在しますが、障害 

者の経験では、そのようなメカニズムは実用的でも効果的でもありません。   

  

地域社会での生活   

25. 合理的配慮の否定を含む差別からの保護の欠如に加え、障害者が地域社会で

直面する多くの困難が、この国の一般的なアプローチのさらなる例である。

例えば、アクセスしにくい交通機関や文化・スポーツ施設、アクセスしにく

いウェブサイトやアプリ、補聴器や移動装置などの補助器具が買えないこ

と、学校の非包括性、雇用を促進するプログラムの欠如、個々のニーズに合

ったコミュニティ支援サービスの欠如、一般人が利用できる商品やサービス

へのアクセスの欠如、障害者が郵便、委任状、不在者投票などで政治生活に

参加できる修正手段がないこと、など。  

26. 国は、隔離や孤立を防ぐような地域支援サービスへの投資を優先する方針を

持っていない。それどころか、政府は 2027 年までに障害者 1,000 人分の

施設を新たに 13 カ所建設する計画です。これは CRPD が求める方向性と

は正反対である。特定された資金は、地域支援サービスに投入されるべきで

ある。国は、集会所での居場所をなくし、彼らが望み、選び、委託する地域

支援サービスによってニーズを満たすことができる地域の住宅に、人々をシ

フトさせる戦略を立てるべきである。   

  

メンタルヘルス    

27. 国は、メンタルヘルスケアに対して時代遅れで非常に保護主義的なアプロー

チをとっており、メンタルヘルスの促進や回復のためのアプローチに十分な

政策的関心が払われていない。その代わりに、拘禁と強制治療に焦点が当て

られている。厚生省は IRC に、精神保健医療施設にいる患者の 99% は書

類上では表向き「自発的」な患者であると語ったが、IRC はこの主張は、患

者が入院を続ける「同意」を強制され、しばしば他の選択肢が存在しないた

めに説明されるものだと考えている。精神科の入院患者は、携帯電話へのア
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クセスを拒否され、地域社会へのアクセスや司法へのアクセスを断たれ、リ

ハビリテーションや地域社会への復帰を遅らせる危険性があります。   

28. IRC は、一方で政府のメンタルヘルスに対するアプローチと、他方で圧倒的

に多い NGO の見解との間に著しいミスマッチがあることを観察してきた。

IRC は、政府が 2017 年 3 月の国連健康への権利に関する特別報告者ダイ

ニウス・ピュラス氏の報告書（A/HRC/35/21）を検討することを推奨する。

その中でピュラス博士は、「メンタルヘルスサービスは還元主義の生物医

学的パラダイムに支配され、知的、認知的、心理社会的障害を持つ人、

自閉症の人、一般的な文化的、社会的、政治的規範から逸脱する人の排

除、無視、強要、虐待に貢献してきた」（パラ 8）ことを観察している。

IRC は、このような還元主義的、生物医学的モデルが国家に根強く残ってい

ることを発見した。   

  

障害者戦略および政府間の調整   

29. 障害者戦略と行動計画は、政府の行動の最前線となる分野を強調することに

よって、国家レベルでの CRPD の実施を調整し導く上で重要な役割を果た

す。政府が文書でカバーされる期間の終わりまでに到達しようとするマイル

ストーンを設定することで、障害戦略は、CRPD の実施を政府、国内人権

委員会、市民社会が測定するための基準値としても機能することができま

す。  

30. IRC は、障害者権利保護法（2021 年改正）の多くの条項を歓迎しますが、 

CRPD を包括的に実施する法律ではないことに留意しています。また、IRC 
は国内人権行動計画の採択を歓迎するが、同計画は CRPD に定められた障

害者の権利の限られた側面にしか触れていない。   

31. CRPD の条項の実施はまだ曖昧である。障害分野での政策決定は場当たり 

的である。障害者の権利を実現するための包括的なビジョンや計画はな

く、政府の行動と CRPD の義務を一致させるような政府間の調整も不十分

である。   

32. IRC は、国家における障害者の日常生活における権利提供のギャップを特定

するために必要な、省庁を超えた共通のビジョンが欠如していることを懸念

している。障害者権利促進委員会は、CRPD 実施に関する事項の政府内の
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中心的存在として、まだ効果的に機能していない。また、CRPD 第 33 条 1 
項に基づき、異なる部門や異なるレベルにおける関連行動を促進するための

政府内の効果的な調整メカニズムには至っていない。   

33. このような状況下、IRC は行政院に対し、CRPD の全条項を見渡した障害

者戦略を策定し、政府全体の行動と投資の指針となる行動計画を定めるよう

強く勧告する。これらの文書は、今回の IRC のプロセスが示したように、 

CRPD の専門家である国内の様々な障害者コミュニティから十分な情報を

得、その信頼を得ている必要があります。これは、CRPD 第 4 条 2 項に沿

って、障害児を含む障害者とその代表団体が完全に参加する透明なプロセス

を通じてのみ可能である。   

34. 障害者戦略は、包括的な優先順位を明確にし、各省庁、政府機関、地方公共

団体にまたがる様々な要素をまとめる必要があります。   

35. そして、障害者戦略は、第 33 条（2）CRPD の委任に基づき、障害児を含

む障害者及び第 33 条（3）CRPD に基づくその代表組織の参加と積極的関

与のもと、国家人権委員会によって監視されるべきものである。この点で、 

IRC は執行院が CRPD 委員会の一般的意見第 7 号（2018 年）の「4条 3

項と 33条 3項」を考慮するよう勧める。条約の実施及び監視における、

障害 

児を含む障害者の代表団体を通じた参加」である。  
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IV.  主要な懸念事項と提言   

   

A.一般原則と義務（1～4 条）  

36. IRC はこう懸念しています。   

a. 障害者権利擁護法 2021 年第 5 条第 1 項の障害の定義は、CRPD に
則していない。   

b. 障害者とその代表的な組織は、国から日常的かつ定期的に相談を受け

ていない。現在、コンサルテーションは頻繁には行われず、少数の選

ばれた人々が関わっている。提供されたアドバイスやインプットが結

果に反映されないため、コンサルテーションは形骸化し、人々の声に

耳を傾けていないという認識がある。   

c. CRPD を実施するための国家障害者戦略は存在しない。  このような障

害者戦略は、政策とプログラム開発、障害者差別の撤廃、障害者の権

利の承認の促進に対する統一された国家的アプローチに対する、市民

社会の支援を受けた政府の全レベルによるハイレベルなビジョンとコ

ミットメントを示すべきである。   

d. 障害者の権利や対応について、公的機関の職員研修や地域社会での教

育が不足している。このことは、インクルーシブな社会の発展を阻害

し、障害者に対する差別を生む結果となる。  

37. IRC は、国に勧告している。  

a. 2021 年に改正された障害者権利保護法を改正し、CRPD 第 1 条の障

害者の定義をより正確に反映するようにすること。   

b. 障害児を含む様々な種類の障害者とその代表団体が、関連する法律、

政策、プログラム、実践を改善しようとする開かれたプロセスに積極

的かつ定期的に建設的に参加するための資金を確保すること。    

c. 障害者コミュニティからあらゆる声を集め、障害者差別の撤廃に向け

た積極的な取り組みを奨励、認識、促進し、障害者の権利と尊厳の認

識を促進することを主要目的とした国家障害戦略を速やかに策定、採

択すること、および   
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d. 障害者とその代表団体に資源を提供し、障害者との交流や障害者の権

利に関する公共・民間部門の労働者訓練や地域教育を開発・提供する

こと。国は、いかなる個人、組織、民間企業による障害者差別もなく

すための対策を大幅に強化することを提言する。  

  

B.特定の権利（arts.5-33）   

  

平等と非差別(5 条)  

38. IRC の 2017 年最終見解、および国際人権規約の 2022 年 5 月最終見解に

おいて、国があらゆる文脈におけるあらゆる差別事由を網羅する包括的な差

別禁止法を採択する必要性が提起されたことを懸念している。しかし、同国

にはまだ包括的な平等・非差別法がない。非差別規定はいくつかの法律に散

在しており、CRPD の要件を満たすには実質的に不十分である。国は、さ

まざまな部門が差別に対処する方法を調和・調整する努力を行っていない。

また、現行の規定は、国や民間企業に強い義務を課しておらず、積極的な措

置を要求しておらず、救済手続きに欠けている。  

39. IRC は、行政職員や司法関係者が合理的配慮の拒否を含む障害に基づく差別

について十分な理解をしておらず、そのため差別の防止や是正を効果的に行

えないことを懸念しています。   

40. LGBTIQ の障害者は、学校や職場では「男女共同参画教育法」や「男女雇用

機会均等法」から一定の保護を受けているが、他の文脈では適用されていな

い。  

41. IRC は、国に勧告している。  

a. 立法院に導入する前に、平等法案について障害者団体、国家人権委員

会、国際専門家との協議を行うこと。  

b. 平等法案を起草する際に、平等と非差別に関する CRPD 委員会の一般

的意見第 6 号（2018 年）に十分な配慮をすること。   

c. 平等法案に、直接差別、間接差別、ハラスメント、交差差別、CRPD 
で定義されている合理的配慮の拒否を含む様々な形態の差別が明記さ

れるようにする。   
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d. 平等法案において、障害に基づく差別は、雇用だけでなく、教育、健

康、公的参加、その他すべての生活分野（民間の財やサービスの提供

を含む）において違法とすることを明示的に規定すること。    

e. LGBTIQ の障害者が学校や職場以外でも法的保護を享受できるように

する。   

f. 適切な救済を提供できる裁判所や法廷での障害に基づく差別のケース

を含め、障害者が権利を主張するための効果的な法的救済を利用でき

るようにし、差別の訴えを起こす人々には法的支援が利用できるよう

にすること。   

g. 既存の法律を改正し、提案されている平等法が採用された場合、例え

ば雇用サービス法における非差別規定に優先することを明確にする。   

h. 国の機関が、障害に基づく差別やその他の保護特性に関連する苦情に

関するデータを収集することを確実にすること。   

i. すべての政府機関が、関連する国連条約機関の解釈にしたがって、さ

まざまな形態の差別について十分な理解を得られるよう、その能力を

強化するための措置をとること。  

  

障害のある女性（第 6 条）  

42. IRC は、2021 年に改正された男女共同参画政策指針が、障害のある女性や

少女が直面する複数の形態の差別に依然として適切に対処しておらず、貧

困、搾取、暴力、虐待を経験するリスクがより高いこと、障害のある女性や

少女が直面する不利益を包括的に改善する期限付きの目標や具体策が欠如し

ていることを懸念している。  

43. IRC は、国に対し、CRPD 委員会一般的意見第 3 号（障害を持つ女性と少

女）を考慮するよう勧告する。  

a. 障害のある女性や少女を差別から守る積極的な措置を導入し、女性や

少女が力をつけ、その能力が開発され、地位が向上することを確保す

る。  

b. 暴力にさらされた女性や少女のための再定住対策や、補助器具、住

宅、精神衛生支援など、対応するニーズに取り組む。   
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c. 障害を持つ女性や少女に、補助器具、住居、精神衛生支援、指導など

のサービスを提供する。  

  

障害のある子ども（第 7 条）  

44. IRC は、子どもたちが意見を表明できるよう支援する政策があるにもかかわ

らず、親や教師、その他の専門家が、その意見が本物として扱われず尊重さ

れない障害のある子どもたちに代わって発言することが多いことに懸念を表

明しています。  

45. IRC は、国に勧告している。  

a. 法律が、障害を持つ子どもの進化する能力を尊重する義務をサービス

に課すことを確実にする。  

b. 障がいのある子どもたちが、サポートを受けながら自由に意見を言え

るよう、さらなるサポートを提供する。  

c. 意思決定者が、最善の利益となる決定を行う際に、障害のある子ども

の希望や感情を考慮する義務を法律上負うことを確認する。   

d. 先住民、難民、LGBTIQ（レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トラン

スジェンダー、インターセックス、クィア）、言語的少数派であるなど

のアイデンティティを持つ障害のある子どもたちが、協調した支援を

受けられるようにすること。  

e. 学校や福祉施設に、虐待やジェンダーに基づく暴力の事例の報告とフ

ォローアップを義務付けるとともに、LGBTIQ の子どもを含む子ども

が相談やいじめ防止のサポートを受けられるように、匿名のホットラ

インやスペースを設置すること。  

  

意識改革（art.8）  

46. IRC は、障害者に対するステレオタイプ、中傷、否定的な報道が、メディア

やコミュニティの談話の中に根強く残っていることを懸念している。   

47. さらに IRC は、メディアにおける障害者の否定的な表現について苦情を申

し立てるための明確なメカニズムが存在しないことを懸念している。   
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48. IRC は、文化省を含む行政院が国家通信委員会と連携することを推奨してい

る。   

a. 障害者に対する意識を高め、偏見と闘うために、障害者と緊密に協議

し、障害者団体の参加を得て、国家障害戦略を採択し、その影響を監

視し、公的に報告すること。  

b. 障害者の経験の多様性をよりよく反映させるため、また、内容を開発

し提供するための研修チームに障害者を組み込むために、全省庁にわ

たる現行の CRPD 障害認識研修・開発プログラムを改訂すること、お

よび  

c. 障害者の能力と貢献を促進するために、障害に関連する固定観念、偏

見、有害な慣行を特定し、それと闘うための的を射たプログラムを導

入し、推進すること。   

49. IRC は、国家通信委員会と NHRC がメディアや障害者を代表する組織と協

力して、障害に関連する固定観念、偏見、有害な慣行のメディア報道に関す

る苦情に対するメカニズムや責任が明確になるようにすることを勧告してい

る。さらに IRC は、苦情を受けるためのプロセスを広く公表するよう勧告

する。  

アクセシビリティ（第 9 条）  

50. 当委員会は、懸念をもって留意する。  

a. すべての分野、特に物理的アクセス、アクセス可能な情報通信技術、

すべてのデジタルアクセスを網羅する包括的なアクセシビリティ戦略

がないこと。  

b. アクセシブルな交通手段の計画や提供には、州内で格差がある。  c. 政
府のウェブサイトを含む情報およびコミュニケーションへの障害者の

アクセスを妨げるデジタル環境における障壁、特に視覚障害者のため

の障壁。  

d. バリアフリーの駐車場が不足していること。   

e. ニュース放送を含むテレビの手話や字幕が不十分であること。  

f. 健康や医療サービスに関する情報は、障害者が利用しやすいフォーマ

ットで一律に提供されているわけではありません。  



  13  

51. IRC は、アクセシビリティに関する CRPD 委員会の一般的意見第 2号
（2014 年）を想起し、国に対して勧告を行う。  

a. 2017 年に IRC が勧告したように、条約に記載されたすべての分野を

含む国家アクセシビリティ行動計画を採択し、不遵守に対する制裁制

度を確立するなど、国および自治体レベルでアクセシビリティを監視

する仕組みを強化する。  

b. 都市の公共交通機関で車椅子対応のバスを増やし、都市部と農村部で

歩道などの環境と公共空間を改善し、さまざまな障害を持つ人が安全

に利用できるようにする。  

c. すべての障害者、特に視覚障害者のために、教育施設と家庭の両方で

デジタル技術への普遍的アクセスを確保すること。   

d. アクセス可能な駐車場を十分に確保する。   

e. より多くのニュース放送やその他のテレビ番組で手話やキャプション

の提供を確実にすること。   

f. 健康および医療サービスに関する情報が、障害者がアクセス可能なフ

ォーマットで一様に利用できるようにすること。  

  

生存権（10 条）  

52. 死刑に関して、2017 年の前回の CRPD IRC プロセス以来、国家検察官が

心理社会的障害または知的障害を持つ被告人に関するいくつかの事件で死刑

を求刑したことに、IRC は深い衝撃と失望を受けている。国は、2018 年に

心理社会的障害者を、2020 年にもう一人を死刑にした。   

53. さらに IRC は、2017 年の IRC 初回レビュー、2022 年 5 月の国際人権規

約のレビューの勧告にもかかわらず、国が死刑廃止のための効果的な努力を

せず、死刑執行を続けていることを懸念している。  

54. 国際人権基準は、心理社会的・知的障害者が決して死刑判決および/または

処刑されてはならないことを明確にしている。このことは、2017 年の 

ICCPR、2013 年の ICESCR ICR の最終見解で提起された。IRC は、心理

社会的・知的障害者が死刑判決や死刑執行を受けないという政府の主張を受

け入れない。死刑の執行停止に関する刑事訴訟法第 465 条第 1 項及び第 
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467 条第 1 項は、「心神喪失」とされる者が対象であり、その定義は狭く、

被告人が犯罪を犯した時点で、外界の事項を認識し判断する能力がなく、自

由に判断・表現する能力がない場合にのみ適用される。  

55. 政府が依拠する文書、すなわち、新たに改正された死刑執行規則、最高検察

庁の死刑事件審査表、法務省の死刑事件審査表は、心理社会的・知的障害の

ある者の死刑執行を妨げるものではない。  

56. 患者の自治権法に関して、IRC は、障害を理由に生命維持治療や人工栄養・

水分補給の中止、撤回、差し控えを事前に決定することを規定していること

を懸念している。  また、生命維持治療の終了、撤回、差し控えを監視する

ための規則がないこと、終了、撤回、差し控えに関する手続き上の保護措置

の遵守を評価するデータがないこと、市民社会のこうした実践への関与と監

視を促進する十分な支援がないことを憂慮している。なぜなら、そのような

決定は表面的には本人の自発的な意思に見えるが、障害者が日常生活で地域

社会に含まれるための選択肢が限られていることを考えると、その決定の真

の自発性には疑問が残るからである。  

57. IRC は、国に対して以下のことを推奨しています。   

a. 死刑を直ちに廃止し、その時まですべての死刑執行のモラトリアムを

導入すること。国は、最低限、死刑執行規則を改正し、犯罪実行時ま

たは執行予定時に心理社会的・知的障害を有する者に対しては死刑が

執行されないようにすべきである。   

b. 患者の自律の権利に関する法律が CRPD に準拠することを、以下の方

法で確認する。  

i. 代替措置や障害者支援へのアクセスを提供する。  

ii. 各事前決定とその実施に関する詳細な情報の収集と報告を義務付

ける法律に基づく規則を制定する。  

iii. 法令遵守を厳格に実施し、障害者が外圧にさらされることがない

よう、データ標準と効果的で独立したメカニズムを開発するこ

と、および   

iv. この法律と規則の全体的な実施と監視に、市民社会、特に障害者

を代表する組織を関与させること。  
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危険な状況および人道的緊急事態（第 11 条）  

58. IRC は、（a）防災・減災計画における議論への障害者及びその代表組織の参

加、（b）防災意識に関する利用しやすい資料の作成に進展があったことを指

摘する。しかし、災害リスク軽減対策や訓練の設計、実施、評価に障害者や

その代表団体がまだ十分に関与していないことを懸念している。  

59. IRC は、COVID-19 の大流行による公衆衛生上の緊急事態において、障害者

及びその代表団体が、新型肺炎の予防、救済及び再生に関する特別法を含む 

COVID-19 対策に関する意思決定プロセスに十分に協議・参加せず、その結

果、障害者のニーズが十分に反映されず、（a）個人防護具の提供におけるア

クセスビリティ及び（b）公的空間におけるフェイスマスクの着用に関して

も、合理的配慮が欠けていたことを懸念している。特に難聴者、聴覚障害

者、視覚障害者、知的障害者にとって、パンデミックに関するアクセシビリ

ティの高い情報が不足していた。障害者は、施設や精神科病院にいたり、地

域で自立して生活しているが、不当に影響を受けている。また、障害のある

学生は、学校の閉鎖によって不当に影響を受け、オンライン学習へのアクセ

スができないことや教材の入手が制限されているために教育を受けることが

できない。  

60. IRC は、国が「災害リスク軽減のための仙台枠組み 2015-2030」に沿っ

て、災害予防保護法に基づき、障害影響評価レビューを含む災害リスク軽減

対策の設計、実施、評価に障害者とその代表団体が組織的に関与・参加でき

るようにすることを勧告する。  

61. IRC は、国に対し、COVID-19 と障害者の権利に関する国連人権高等弁務官

事務所が発行したガイダンスと、COVID-19 に対する障害者を含む対応に関

する国連政策概要を反映し、「災害リスク軽減のための仙台枠組み 2015-
2030」と「仙台枠組みの健康面の実施のためのバンコク原則」に沿って、

勧告している。  

a. COVID-19 の大流行とその影響に対処するための措置および復興期に

とられる措置に障害者の代表団体が参加することを確保すること。  

b. すべての障害者、特に聴覚障害者、視覚障害者、知的障害者がパンデ

ミックへの対応と復興計画に関する情報にアクセスできるようにする

こと。   
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c. COVID-19 の対応と復興計画における障害の主流化は、教育、施設や

精神病院、あるいは自立した生活をしている障害者が主流の医療制度

に平等にアクセスできるようにすること、障害者をさらなる隔離など 

パンデミックの影響から保護することに特に重点を置いて行われる。  

  

法の下の平等な承認（12 条）  

62. IRC は、国に対して懸念を表明している。  

a. 代理決定制度から、本人の意思や嗜好を尊重した支援付き意思決定へ

の移行がなされていない。  

b. 自分または他人に危害を加える可能性があると疑われる障害者、ある

いは犯罪の容疑者または有罪となった障害者を収監している。  

c. 障害者が、銀行口座の開設、財産の所有または相続、自らの財務管

理、銀行ローンや住宅ローン、その他の金融信用供与への平等なアク

セスを含む、あらゆる金融問題において差別を受けないことを保証し

ていない。  

d. 障害者が他の人と平等に金融サービスを利用できるよう、金融サービ

ス部門への規制やトレーニングの提供を監視するシステムを欠いてい

る。   

e. 精神科病院に任意入院している患者の退院を許可するために血縁者の

署名を必要とすること、任意入院患者は希望するときに自動的に精神

科病院を退院することはできないことを明記。   

63. IRC は、国に勧告している。  

a. 現在の後見制度に代わって、サポート付き意思決定を可能にする強固

なシステム作りに投資する。  

b. 司法関係者の研修を改善し、「最善の利益」の原則の適用を克服し、 

CRPD 一般的意見 1（2014 年）に示された本人の意思と好みの尊重に

置き換えること。  

c. 精神保健法（案）を修正し、自他に危害を加える可能性があると疑わ

れる障害者、または犯罪の告発や有罪が確定した障害者を長期間拘束

する条項を削除すること。  
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d. 後見期間の延長に関する中華民国刑法第 87 条を改正する。  

e. 金融機関に対し、障害者に対するあらゆる形態の差別を撤廃するよう

義務付ける。   

f. 精神科病院への任意入院からの退院を許可する親族の要件を廃止する

こと、および  

g. 違法な拘束を防ぐために、メンタルヘルス担当者へのトレーニングを

強化する。   

司法へのアクセス（第 13 条）  

64. ICR は、次のような懸念を表明している。   

a. 法務省と司法院は、知的障害者、自閉症を含む神経障害者、心理社会

的障害者の司法制度におけるニーズを十分に考慮しておらず、彼らが

司法にアクセスする際に経験する不利に対処する措置を導入していな

い。   

b. 司法院は、「障害者の司法アクセスに関する国際原則とガイドライン」

を裁判官と裁判所職員に広く普及させていない。また、その実施を指

導・監視する適切なシステムも存在しない。   

c. 司法院は、障害者の代表組織と連携して、刑事・民事訴訟手続におい

て、障害を持つ訴訟参加者の要求に応えるために、性別や年齢に応じ

た手続き上の配慮について、また、障害の範囲、潜在的ニーズ、本人

のニーズを満たすために裁判官のコミュニケーションと相互作用を変

える必要がある方法について裁判官のためのガイダンスもまだ策定し

ていない。   

d. 裁判官や弁護士を対象とした CRPD に関する研修は行われているが、

司法院は、刑事・民事裁判官、検察官、法曹関係者、警察官を対象

に、刑事・民事訴訟の当事者や証人である障害者への手続上の便宜の

提供に関する体系的な研修をまだ展開していない。   

e. 障害者は裁判所に出向くことができない場合があり、遠隔審理に頼ら

ざるを得ない。その結果、ウェブアクセスを提供するという名目で、

司法の二重構造になってしまう可能性があるのだ。   
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65. IRC は、厚生省がパンデミック規制によって、精神科施設や病院にいる依頼

人と弁護士の面会を制限することを許し、それによって依頼人の司法へのア

クセスを危うくしていることを懸念している。   

66. IRC は、司法院に提言する。   

a. 知的障害者、神経障害者、心理社会的障害者の代表組織と協議し、彼

らの司法制度利用の経験を理解し、「障害者の司法アクセスに関する国

際原則およびガイドライン」と一致する、彼らが司法を利用する際に

経験する特定の不利益に対処する指針を発表すること。ガイダンス

は、障害者が他の人と平等に司法を利用できるように、裁判所職員と

裁判官が合理的な便宜を図ることができる実践的な方法を示すべきで

ある。   

b. 裁判官アカデミーが、州内の各裁判官および裁判所職員に対し、ガイ

ダンスに関する研修を提供することを確保すること。そのような研修

は、障害者を含む専門家によって行われるべきである。   

c. アクセシビリティ対策の実施を監視し、さらなる改善のための提案を

行うために、さまざまな障害者団体の代表者やアクセシビリティの専

門家からなる諮問機関を設置すること、および   

d. 裁判所への移動に支援を必要とする障害のある裁判所利用者に、その

ような支援が提供されるようにする。    

67. IRC は、厚生省に対し、精神科医療施設を含む医療機関に対し、公衆衛生上

またはその他の理由で面会が制限されている場合でも、当該施設に患者を有

する弁護士は、面会、安全なビデオリンクまたは電話により、依頼者 

と不自由なく面会できることを明確にする指針を公布するよう勧告する。  

  

人の自由と安全（第 14 条）  

68. IRC は、障害者が選択肢の少なさから、どこで誰と暮らすかを選べない場

合、その自由を奪われることを懸念している。現在、行政院に提出されてい

る精神衛生法の改正案は、専門的な精神衛生支援へのアクセスを含む地域社

会での支援を通じてそのような危機に対処するのではなく、急性精神衛生問

題を呈する人の強制収容と強制治療に焦点を合わせているようである。さら
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に、少年司法に対する国のアプローチは、診断可能な機能的、感情的、感覚

的、知的な制限や障害を持つ子どもや若者の数を十分に考慮し 

ておらず、適切な評価、支援、教育、介入を提供することが出来ていない。  

69. IRC は、刑務所や矯正施設に、障害者支援やメンタルヘルスに特化したスタ

ッフが十分にいないことを懸念しています。その結果、障害を持つ人々、特

に神経多様性、知的障害、心理社会的障害を経験する人々の権利と尊厳が守

られないことになる。IRC は、地域社会での生活を可能にする支援やサービ

スがないために、個人の自由が奪われ、病院や施設に閉じ込められることを

強調しています。IRC は、これらの人々が地域生活に移行するための準備・

訓練のためのリソースを提供された個別計画を含む、脱施設化の計画的なプ

ログラムの欠如を懸念している。  

70. IRC は、神経多様性、心理社会的障害、知的障害を持つ人々に対する現行の

「一時的な収容」規定と「保護」規定が、申し立てられた犯罪の重大性に見

合わない投獄や無期限の拘束をもたらし、また地域社会への移行を提供しな

いことによって CRPD に違反することを懸念している。さらに、拘留は、

独立した司法当局によって実施されず、本人が直接関与しない審査によって

延長されるため、障害者支援と適切なヘルスケアに対する本人のニーズを適

切に満たすことができない。さらに、これは、一般社会の人々に与えられて

いるのと同じ水準の支援と医療を提供できていないことを意味する。  

71. IRC は、国に勧告している。  

a. 現在、行政院に提出されている精神衛生法改正案の審議を直ちに中断

し、同法案が国連の人権に関する協定や条約に基づく国家の公約に適

合しているかどうかを審査すること。  

b. 精神科病院に入院している人が、入院したその日から、その人が必要

とする支援を受けながら、その人の希望や好みに応じて地域社会に復

帰できるよう、個別に退院計画を立てることを確実にする。  

c. 拘禁されているすべての少年・青年を適切に評価し、支援するための

予算を配分する。  

d. 矯正施設、少年院、拘置所を含む少年司法制度にある少年と青年のた

めの専門的評価と特別な支援、教育、介入を開始する。  
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e. 障害のある少年・青年被拘束者に関する定期的なデータ収集と公表を

確保すること。そのようなデータは、性別、障害、その他の合意され

た基本的要素によって分類されるべきである。   

f. 矯正庁、法務省、厚生省、文部省など、少年・若年被拘束者、特に障

害者のハビリテーション、リハビリテーション、教育、支援、介入に

責任を持つ省庁間の緊密な連絡と協力を構築すること。  

72. IRC は、矯正庁が、障害を持つ受刑者の数に基づいて、必要性の程度を調査

することを推奨する。そのデータから、健康、精神衛生、障害者支援の資格

を持つ専門スタッフを十分な人数配置する。   

73. IRC は、「一時保護」と「監護者保護」を可能にする法律を、CRPD やその

他の国際人権文書に適合するように改正することを勧告する。   

  

拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰か

らの自由（15 条）  

74. IRC は懸念を表明しています。  

a. 現在の公表・抜き打ち検査制度は、施設内での暴力や虐待を抑制する

上で効果がないと報告されていること。障害者に対する虐待や非人道

的な扱いが、施設や刑務所、特殊学校などでいまだに観察されている

こと。  

b. 現在のプロセス、定期的なアセスメントと抜き打ち検査は効果がない

と報告されていること。    

c. 深刻な人員不足と不十分な管理が、矯正施設における劣悪な保健衛生

水準を可能にしていること。このため、障害を持つ受刑者は非人道的

または品位を傷つける扱いを受けていること。   

d. 心理社会的障害者は、行動管理技術を適用する代わりに、薬物的およ

び身体的拘束を受けることが多いこと。様々なタイプの医療機関が、

独立した監視システムを持たず、非常に高いレベルの「自己規制」を

享受していることが報告されている。   
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e. 隔離と拘束を伴う診療の使用と削減に関する利用可能なデータの要求

は満たされなかったこと。その代わり、IRC は検査と認定実務に関す

る情報を提供された。  

75. IRC は、国に勧告している。  

a. 精神科病院における隔離や拘束を含む制限的慣行の撤廃を直ちに約束

すること。そのために、国は、障害者団体、そのような制限的慣行を

自ら経験した人、家族、精神保健の専門家、支援団体、国家人権委員

会と協力し、ベストプラクティスに関する調査を行って計画を策定

し、それを実行に移すべきである。  

b. 隔離や拘束を含む制限的行為の機会、期間、場所、状況についてのデ

ータを作成する。   

c. 国連の拷問禁止条約選択議定書に基づく国家予防メカニズムに類似し

た、拷問および残虐、非人道的または品位を傷つける取り扱いまたは

刑罰の防止のための国家独立検査メカニズムを創設し、隔離や拘束を

含む制限的慣行の防止と排除、精神科施設、住宅介護施設、刑務所を

含むすべての環境における障害を理由とする薬理治療法の使用の削減

のための措置を導入し、検査のたびに報告書を提出するとともに年次

公開報告を提出すること。  

  
    
搾取、暴力、虐待からの自由（第 16 条）  

76. IRC は、国が懸念している。  

a. 搾取、暴力、虐待の被害者である障害者のための保護、支援、サービ

ス手段を積極的に開発していない。これらの対策は、障害者をさらな

る被害から守るための具体的な戦略を盛り込み、幅広い範囲の障害者

のさまざまな特別なニーズを満たすことに重点を置いているであろ

う。   

b. 搾取、暴力、虐待の事例を認識し報告する方法について十分な情報が

ない。  

77. IRC は不足を懸念しています。    
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a. DV、親密なパートナーや性的暴力、児童虐待事件から障害者を保護す

る。   

b. 障害者のための施設やプログラムを監視する独立したメカニズムを含

む、障害者に対する搾取、暴力、虐待を防止するための措置。  

c. 障害者に対する暴力の防止、特定および対処に関する研修。  

d. 障害者に対する搾取、暴力、虐待に関する効果的な苦情処理メカニズ

ム。  

e. 障害者、特に女性や女児に対する搾取、暴力、虐待の事例に関するデ

ータ    

f. 国内の職場、施設、特殊学校における障害者の身体的、精神的、経済

的、または性別による虐待、暴力、いじめ、差別、搾取に関する調査

研究。   

78. IRC は、身体的、認知的、感覚的、心理社会的のいずれの障害者であって

も、治療、行動管理、 その他の介入について通知され、同意する機会が日

常的に与えられていないことを懸念している。さらに、「支援された意思決

定」のプロセスに関する要件や勧告はない。また、同意を与えたり、そのよ

うな介入を許可すると予想される人のニーズ、知覚能力、理解力に対応する

ようなコミュニケーションの適応に関する要件も存在しない。さらに、提案

された介入について、本人の代わりに家族または職員、あるいは本人が後見

人の場合は後見人がサインをすることが日常的に行われている。   

79. IRC は、国に勧告している。  

a. 国家人権委員会、障害者、障害者を代表する組織、関連省庁との緊密

な協力により、すべての障害者サービス提供者が準拠すべきサービス

の質を規定した国内最低基準の策定を確実にすること。これらの基準

は、障害者に施設やプログラムを提供するすべてのサービスの品質保

証評価として定期的に使用することができる。  

b. 搾取、暴力、虐待の程度についての認識を確立することに関連して、

あらゆる環境における障害者の経験についての全国的な質的および量

的レビューを直ちに実施すること。それは、居住地、職場、施設、ま

たは特別な学校における障害者の身体的、精神的、経済的、または性

別の虐待、暴力、いじめ、差別、無視、剥奪、搾取に関する体系的な
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レビューでなければならない。完了したら、適切な政府の対応戦略

は、影響を受けた人々のリハビリテーションと補償のニーズと、問題

の問題を引き起こしたシステムとモニタリングの失敗の是正の両方に

焦点を当てる。  

c. DV、親密なパートナーや性的暴力、児童虐待事件から障害者を保護す

るための対策を導入する。   

d. 障害者のための施設やプログラムを監視する独立したメカニズムを含

め、障害者に対する搾取、暴力、虐待を防止するための措置を導入す

ること。  

e. 障害者に対する暴力の防止、特定、対処に関する適切な訓練を確保す

る。  

f. 障害者に対する搾取、暴力、虐待の苦情に対して、独立した苦情処理

機構が設置されていることを確認すること。  

g. 障害者に対する搾取、暴力、虐待の事例が特定され、調査され、適切

な場合には起訴されることを確保するために、女性や子どもに焦点を

当てた法律や政策を含む効果的な法律や政策を確保すること。  

h. 意思決定のプロセスを支援し、通知される人または介入を許可する人

のニーズ、知覚能力または理解力に対応するために必要なコミュニケ

ーションの種類を適応させるために、法律および方針と手続きにおけ

るすべての同意要件を確実に修正する。  

  

個人の誠実さ（art.17）  

80. IRC はこう懸念しています。  

a. 現行の遺伝子保健法では、遺伝性疾患を持つ人に中絶、精管切除、卵

管結紮を行うよう医師に助言することが義務付けられています。   

b. 遺伝子保健法では、代理意思決定制度のもとで、本人の同意なしに障

害者の中絶や不妊手術を行うことが認められている。    

c. 障害者は、障害を理由に治療目的でない中絶や不妊手術を受けるよう

家族から圧力を受けています。  
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81. IRC は、国に勧告している。   

a. 遺伝性疾患を持つ人に医師が中絶や不妊手術を勧めるという現行の遺

伝保健法の要件を撤廃すること。   

b. 障害者に対して行われる非治療的不妊手術と人工妊娠中絶が、本人の

自由意志と情報に基づく同意に基づいて行われ、第三者による代理同

意があってはならないように、法律を改正すること、および   

c. 障害者及びその代表団体との緊密な協力の下、障害者の不妊手術及び

人工妊娠中絶の発生率、普及率及び状況についての調査を実施し、障 

害者のリプロダクティブ・ライトについての国民の認識を高めること。   

  

移動の自由と国籍の自由（18 条）   

82. IRC は、「伝染病、精神疾患、その他公衆衛生または社会的平和を害するお

それのある疾病にかかった者」の入国を禁止するとした入管法 18 条 1 項 

8 号を廃止する方針を内務省が示しているにもかかわらず、それがまだ実行

されていないことを懸念している。  

83. IRC は、国に勧告している。   

a. 入管法第 18 条第 1 項第 8 号を廃止する。   

b. 国籍法第 3 条が、現在国内に居住している外国人又は国籍のない者が

帰化を申請する場合、自活し安定した生活を営むのに十分な財産又は

職業上の能力を有していなければならないと規定していることを確認

すること。 自活し、安定した生活を営むのに十分な財産または職業上

の技能を有することという基準を適用して、帰化を希望する家族の障

害児を含む外国人または国籍のない者が国に帰化申請することを妨げ

ないようにすること。自立して生活し、地域社会に含まれること

（art.19）   

84. IRC は、2020 年に政府が「マルチコミュニティ生活」サービスモデルを推

進し、心理社会的障害者の地域生活への復帰を支援するために自立生活指導

や複数の生活オプションを提供するプロジェクトを開発するために 

NGO へのプロジェクト資金援助を開始したことに注目している。  

85. IRC は、次のように懸念を表明しています。   
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a. 厚生省が施設から地域へのサービス方法の転換を決定したにもかかわ

らず、集住施設にはさらなる投資が計画されています。  

b. 国は、自立した生活を支援するために、当てにならない公共福祉宝く

じの使用に頼っている。  

c. 個人秘書サービスは極めて限定的で、異なる省庁間で連携されておら

ず、サービス依頼者の意向を無視することが多い。   

d. 補助器具の購入には、障害者の負担となる自己負担が必要であり、世

帯収入の評価だけでなく、限定的でしばしば時代遅れのカテゴリーに

基づいています。  

86. IRC は、国に勧告している。  

a. 障害者団体、家族、地域社会、住宅・支援事業者、専門家と緊密に連

携し、障害者がどこで、どのように、誰と暮らすかを選択できるよう

にするため、脱施設化戦略を策定し、居住地に関係なく必要な支援を

受けられるように期限付きの計画を立てる。   

b. 障害者による自己管理能力を高めるため、パーソナルアシスタントの

利用を拡大する。  

c. 新たに開発された機器に対応し、障害者が経済的に困窮することなく

全国で利用できるよう、福祉用具の配分制度を見直すこと。  

d. 障害者の権利保護法および精神衛生法を改正し、隔離や孤立を防ぐた

めに障害者による地域支援サービスへのアクセスを保証する。  

e. 教育から就職、実家からマイホームへの移行など、異なる部門や省庁

をまたがる支援やサービスの調整を確実に行う。  

f. ソーシャルワーカーやその他の専門家が、障害の医学的モデルに基づ

くのではなく、心理社会的障害やその他の障害を持つ人の権利を守る

方法で支援する方法についての研修を受けることを確実にするための

計画を確立する。   

g. 自立した生活のための資金を、公的な福祉宝くじに依存するのではな

く、正式な予算配分とすること。   



  26  

h. 障害者向け住宅を運営する民間事業者の基準を策定し、虐待に対処す

るための苦情と説明責任のメカニズムを確立する。  

  

パーソナルモビリティ（第 20 条）  

87. IRC は、支援サービスや支援機器・技術の利用可能性について、特に懸念し

ています。   

a. 福祉用具の補助金制度が実費負担に見合わず、手が届かないこと。  b. 
この度、「障害者医療及び補助器具助成条例」が改正されましたが、行

政院は障害児を支援する保護者や団体に文章編集に参加する機会を提

供しませんでした。その結果、新しい規定は、経済的支援に対する需

要の増加や、障害児が必要とする補助器具の多様化に対応できていな

い。提供される補助金の額は、支援技術機器の実際の費用に見合うも

のではありません。そのため、家庭の経済的負担が大きく、障害のあ

る子どもたちが必要な支援技術を利用することができないのです。   

c. 支援技術の維持のための修理費には補助金が出ません。すべての機

器は定期的なメンテナンスが必要であり、それがないと使用できな

くなります。修理とメンテナンスに補助金がないため このような支

援技術を必要とする障害者にとって、修理やメンテナンスに関する

補助金がないことは、大きな経済的負担となる。   

d. 科学技術部が助成した障害関連の科学技術研究プロジェクト 150 件
のうち、助成を受けた障害者学者は 9 人で、その助成プロジェクト

に採用された障害者はわずか 2 人である。   

88. IRC は国に提言しています。   

a. 福祉用具の補助金制度を拡大し、修理や定期的なメンテナンスに適用

する。   

b. 障害者医療・福祉用具助成規程」の参加型改訂作業を行い、特に障害 

児を持つ親、障害児とその家族への支援団体から意見を聴取すること。   

c. 低中所得世帯」と「一般世帯」の障害者が、支援技術の割合の負担に

よってどの程度経済的に不利になるかについて、障害者研究者に調査

を依頼し、その結果に基づき、法的・政策的是正措置を講じること。   
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d. 障害のある科学者の参加を促すため、科学技術研究プロジェクトの申

請書に、申請する大学・企業が障害のある科学者を含むこと、または

障害のある専門家による有意義な諮問委員会を設置することを明記

し、申請者に研究、生産、結果の商品やサービスの展開に障害のある

人の数を増やす計画の策定を要求すること。   

  

表現と意見の自由、情報へのアクセスの自由（21 条）  

89. IRC はこう懸念しています。   

a. 国民がアクセスしやすい情報の提供について、省庁間の連携が不十分

である。    

b. 金融サービス分野では、障がい者のアクセシビリティが十分ではあり

ません。     

c. 妊婦サポートホットライン、全国家庭教育ホットライン、自殺防止ホ

ットラインについては、手話通訳機能、ライブビデオ通話機能ともに

未設定です。   

d. ろう児と青少年は手話を十分に利用することができない。多くの家族

は手話に対して否定的な見方をしており、ろう児やろう者が手話を学

ぶことの利点を理解するためのリソースが不十分である。その結果、

聴覚障害児が以下のような機会を逃している。  その結果、聴覚障害児

が発達の重要な時期に潜在能力を十分に発揮する機会を逃し、それが

生涯にわたって影響を与えることになる。    

e. 高校や保健所など 4 級機関のアクセシビリティ認証取得率は 70％未
満。アクセシブル認証ラベルを取得していない 4 級機関を含む公共サ

イトに対して、国がアクセシビリティ監査や抜き打ちチェックを行う

仕組みがない。   

f. 民間団体のウェブサイトには、障害者が利用しやすいようにする法的

義務はない。    

g. COVID-19 のパンデミックの際、テレビの記者会見では手話通訳があ

りましたが、パンデミック対策に関するウェブ報告システム、一般向

けに作られたインタラクティブなウェブサイト、モバイルアプリでの
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アクセス可能な情報は不十分でしたし、今も不十分なままです。この

結果、障害者が重要な公衆衛生情報を受け取るまで、差別的な時間差

が生じています。  

90. IRC は、国に勧告している。   

a. 金融サービス部門のすべての企業に対し、手話やイージーリードの資

料を含む利用しやすい形式で情報を提供することを義務付けるととも

に、金融サービス部門の一般向け職員に対し、障害やさまざまな障害

を持つ人とのコミュニケーションの方法に関する継続的な研修を義務

付ける法律を策定すること。   

b. 政府機関のホットラインを含め、一般市民と接するすべてのインター

フェースに、ビデオ通話と手話通訳の機能を持たせる。   

c. 聴覚障害児とその家族、および彼らの代表組織に対し、幼児サービス

や学校における手話への認識とアクセスを高めるために必要な措置に

ついて政府に助言するよう要請すること。ろう児を育てるために手話

を使うことについて、家族に資料を提供すること。  

d. 国家通信委員会に義務を課し、高校や地方保健所などのいわゆる「第 

4 レベル機関」を含む公共サイトのアクセシビリティを抜き打ちでチ

ェックするシステムを構築する。   

e. 障害者権利保護法の改正を導入し、民間組織を含むすべての組織に、

障害者が利用しやすいウェブサイトやアプリを確保する義務を課すと

ともに、国家通信委員会に、ウェブアクセシビリティ遵守を定期的に

監視し、その結果を公表する法的義務を課す。   

f. 厚生省は、一般国民向けの COVID-19 を含む公衆衛生情報を、モバイ

ルアプリやウェブサイトを含むアクセス可能なフォーマットで直ちに

利用できるようにすること。   

  

プライバシーの尊重（22 条）  

91. IRC は、精神保健法第 25 条が、精神保健臨床医に「患者の病状や医療上の

必要性から」入院患者の通信を制限することを認めていることに懸念を表明

している。精神科病棟の患者は、充電器のケーブルが絡まる危険性があると
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されるため、携帯電話を持つことが許されません。IRC は、通信制限の正当

化の根拠が過度に広範な用語で起草されており、入院患者の家族、友人、外

界との通信を許可し促進する積極的な義務が病院に存在しないことを懸念し

ています。  

92. IRC は厚生省と立法院に対し、新精神保健法の起草・成立過程において、現

行の精神保健法第 25 条の規定を強化し、コミュニケーションを制限しなけ

れば患者または他の特定の人物に深刻かつ差し迫った危害が及ぶ恐れがある

という信頼できる証拠がある場合にのみ、コミュニケーションの制限が認め

られること、患者はその決定を不服として裁判所に申請できること、上訴手

続き中の法的代理人を提供するために手段を選ばない法的支援を利用できる

ことを提案する。   

  

家庭と家族の尊重（第 23 条）  

93. IRC は、次のように懸念を表明しています。  

a. 障害者は、教育⽀援、⼦育て、婚前・婚後問題のカウンセリングサー
ビス、避妊の選択肢などが不⾜しています。  

b. 2016 年から 2019 年にかけて、障害のある子どもの家庭外収容率だけ

でなく、その保護者の養育放棄率も、障害のない子どもより高くなっ

ているのだそうです。   

c. また、発達の遅れや病気・症状、障害を持つ子どもは、海外での養子

縁組のために手放される可能性が高くなります。   

d. 障害を持つ双子/多胎児を持つ親や家族へのサポートが不足していま

す。  

e. 双子・多胎の障害児を同じ家庭で育てることの重要性が認識されてい

ない。  

  

94. IRC は、国に勧告している。  
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a. LGBTIQ 障害者を含む障害者の子育て、婚前、婚後の問題で利用でき

る教育支援とカウンセリングサービスを増やし、その焦点を避妊から

リプロダクティブヘルスに拡大する。  

b. 障害のある子供を親の意思に反して引き離すのではなく、可能な限り

子供が家庭的な環境で育てられるよう、親に支援を提供することを保

証する。   

c. 障害児の家庭外収容率および海外養子縁組率を低下させる計画を策定

する。   

d. 障害を持つ双子/多胎児を持つ親や家族への支援の必要性を認識し、必

要な支援やサービスへのアクセスを確保することで対応する。  

e. 双子・多胎児の障害児を適切な支援のもと同一家庭で育てることを推

進する。  

  

教育（art.24）  

95. IRC は、次のように懸念を表明しています。   

a. 国は、インクルーシブ教育の意味について混乱を示し、それが障害を

持つ学習者のためだけのものであると誤解し、特にインクルージョン

ではなく統合を推進している。   

b. 高等学校以下の生徒のうち、普通学校・普通学級に通う障害のある生

徒の割合という点では、インクルーシブ教育の進展は遅れている。   c. 
特別支援教育スタッフも通常教育スタッフも、多様な学習者を教え、

障害のある学習者だけでなく、教育システムを通じて「学習のための

ユニバーサルデザイン」の概念を適用するための準備がなされていな

い。   

d. 障害を持つ学習者がすべてのレベルの普通学校から排除されるのを減

らすために、合理的配慮の概念が理解されておらず、学校制度全体で

推進されていない。  

e. 子供が学校に通えるようにするためには、家族がサポートサービスの

費用を負担する必要があります。  
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f. 子どもたち、特に遠隔地に住む子どもたちは、インクルーシブ教育へ

のアクセスが限られている。   

g. 学校では、障害のある児童生徒に対して、叱責、保護者の同席要請、

保護者同伴の家庭学習、停学などの措置が頻繁にとられている。ま

た、強制退学や身体的強制、警察や消防に連絡して病院への付き添い

なども頻繁に行われている。   

96. IRC は、国に勧告している。    

a. 多様性が尊重され、個人の教育的ニーズが満たされる一つのシステム

の中で、すべての学習者の完全な参加を確保する方法として、インク

ルーシブ教育を推進する。 一般的意見 No.4    

b. インクルーシブ教育の推進の責任を特別支援教育から通常教育に移

す。   

c. 障害を持つ学習者を通常のクラスに含めるために、一般教育教員、特

別支援教育教員、事務職員の能力を向上させる。そのために、障害に

焦点を当てた研修から、学習のためのユニバーサルデザイン、多様な

学習ニーズやスタイルを持つ生徒への指導、高等教育を含むすべての

レベルにおける合理的配慮に焦点を当てた研修に変更する。    

d. 経済的な面でも、個人的なサポートを提供することでも、障害を持つ

子供を学校でサポートする保護者の責任をすべて取り除く。   

e. 特別支援教育と一般教育の教員と生徒が障害のある生徒を理解し、評

価し、含めることができるように、12 年間の全国基本教育カリキュラ

ムガイドラインと幼稚園教育・保育カリキュラムガイドラインに障害

の問題を含める。    

f. 少年院や収容施設にいる障害のある子どもたちが教育を受けられるよ

うにし、単に「刑事罰」を受けているとみなされないようにするこ

と。     

g. 障害のある学生のキャンパスライフを十分にサポートするために、特

別支援教育学生アシスタントの学校勤務時間を拡大すること。   
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h. ポジティブ行動支援（PBS）などの教員の知識・スキルの強化、教員

の巡回支援、特殊教育児童の行動管理に関する倫理指針の導入などを

積極的に実施する。   

  

健康（第 25 条）  

97. IRC は懸念を表明しています。  

a. 既存の診療所では、障害者が利用しやすい診療所はほとんどありませ

ん。  

b. 国は、臨床現場での権利化を進める「医療機関設置基準」案を撤回し

た。   

c. 医療従事者が障害の人権モデルについて訓練を受けていないため、障

害者が主流の医療サービスを利用することができない。  

d. 刑務所やその他の矯正施設に収容されている障害者は、主流の医療サ

ービスを受けることができないことが多い。  

e. COVID-19 のパンデミックでは、障がい者のヘルスケアに支障をきた

しました。   

f. COVID-19 の予防接種クリニックは、特に地方では、障害者が利用し

やすいものばかりではありません。   

g. 孤立している障害者のためのアウトリーチ医療サービスは限られてい

ます。   

98. IRC は、国に勧告している。  

a. すべての診療所、治療センター、リハビリテーションセンター、病院

を含め、医療提供者がその施設とサービスを利用しやすく、バリアフ

リーであることを保証する法的義務があることを確認すること。アク

セシビリティを認定や政府からの資金提供の要件として導入する。   

b. コミュニケーションや健康・福祉・医療情報の提供、アクセス可能な

ウェブサイト形式の提供にもアクセスが組み込まれるよう、ガイダン

ス、インセンティブ、サポートを提供する。   
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c. 刑務所やその他の矯正施設にいる障害者が、他の人と平等に、適時に

医療を受けることができるようにすること。入院しているかどうかに

かかわらず、障害者がそのニーズに合ったレベルの個人的な支援とサ

ポートを受けられるように、COVID-19 パンデミックサービスプロト

コルを早急に改訂すること。    

d. 医療行為を決定する能力がないとみなされる人を含むすべての障害者

が、COVID-19 の予防接種を受けられるようにする。  

  

ハビリテーションとリハビリテーション（第 26 条）  

99. IRC は心配そうにこう指摘する。  

a. 政府は健康や医療に関連するサービスを優先しているが、雇用、教

育、社会サービスは障害者が十分に利用できない。   

b. 障害者がリハビリテーションサービスを受けるには、経済的な負担が

あります。   

c. 障害者手帳の発行資格は、過度に狭い。   

d. 障害者手帳の制度は、障害者が利用できるサービスの数や種類に不必

要な制限を設けており、障害者のリハビリテーションのニーズが満た

されていない。   

e. 障害者、先住民族、農村部や遠隔地に住む人々、交差するアイデンテ

ィティーを持つ人々など、多様なコミュニティにとって、リハビリテ

ーションやリハビリテーションサービスへのアクセスが不足している

のです。  

f. 心理社会的障害を持つ人が、地域ベースのピアサポートグループを設

立するために、自由に結社することが制限されている。  

g. メンタルヘルスのピアワークの役割やピアサポートに基づく職業・回

復サービスを確立するための検証や資源が不足しています。  

100. IRC は、国に対して以下のことを推奨しています。  

a. 経済的能力や障害者手帳の所持ではなく、必要性に応じてリハビリテ

ーション・サービスを提供する枠組みを確立する。   
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b. リハビリテーションとリハビリテーションサービスは、住宅、雇用、

教育、交通、社会サービスの提供にますます重点を置くようにする。   

c. 利用可能なサービスの範囲を広げるために、地域に根ざした開発を促

進し、資源を提供する。   

d. 障害者の地域生活への完全参加とインクルージョンを支援するため

に、障害者への支援とサービスの提供を拡大するための地域組織の資

源調達への投資を増加させる。  

e. すべての障害者のために、彼らのニーズを満たし、彼らの希望と嗜好

に合致したサービスへの公平なアクセスを確保する。   

f. 心理社会的障害を持つ人が結社し、地域開発に参加するための制限を

なくすこと、および    

g. メンタルヘルス・ピアワークの役割とピアサポートに基づく職業およ

び回復サービスの確立を検証し、資源を提供する。  

  

仕事と雇用（第 27 条）  

101. IRC はこう懸念しています。   

a. 2016 年 12 月の障害者雇用率は 20.4％、2019 年 5 月は 20.7％であ

った。障害者、特に女性の障害者の労働市場における数を増やすため

の国家戦略はない。   

b. 障害者は、障害に基づく差別を理由に、しばしば雇用を拒否される。

雇用主が障害者の合理的配慮を拒否することは、法律上、十分に禁止

されていない。   

c. 雇用における障害に基づく差別を救済する有効な法制度がない。  d. 雇
用主が障害者を雇うことを躊躇させる意識的な障壁。  心理社会的障害

者は、「雇用の準備ができていない」「雇用されない」といった偏見に

基づいて、しばしば雇用から遠ざけられている。職場における心理社

会的障害者に対する固定観念や偏見に対抗するための戦略がない。   

e. 障害者は、反復作業を行い、生産性に連動した象徴的な賃金を受け取

る保護された作業場において、形だけの経済で占められ続けていま

す。 
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保護された作業所にいる多くの障がい者は 保護された作業所にいる

多くの障害者は、訓練もせず、開放的な労働市場に移行することも

なく、搾取的な制度に囚われている。保護作業場は、障害に基づく

労働市場の分離を促し  を助長し、本質的に差別的な労働市場となっ

ている。   

f. 障害者のための職業訓練や専門的なトレーニングに関する情報が不足

しており に関する情報が不足しており、労働市場に復帰させるための

制度も効果的でない。特に心理社会的障害を持つ人々にとって、 

職業リハビリテーションと雇用支援は不十分であり、効果的でない。   

102. IRC は国に勧告している。   

a. 心理社会的障害者、知的障害者を含む障害者の雇用率を向上させるた

めの戦略を策定する。   

b. 現在保護された作業所で働いている障害者一人一人が労働市場で仕事

を確保できるように支援するための行動計画を策定すること。保護さ

れた作業所を段階的に廃止するための戦略を策定する。  

c. 合理的配慮の拒否を含む、あらゆる形態の障害に基づく差別を、すべ

ての雇用主に対して法的に禁止することを確立する。   

d. 業務上の差別を受けたと考える障害者が救済を求めることができる、

効果的で利用しやすい裁判所または裁判制度を創設すること。   

e. 心理社会的な障害を持つ人のための職業リハビリテーションと雇用支

援の効果を向上させる。  

  

十分な生活水準と社会的保護（28 条）  

103. IRC はこう懸念しています。  

a. 障害者が貧困に陥る割合は、一般の人々よりもかなり高い。   

b. 国民年金保険制度による障害者への年金支給は、十分な生活水準を保

証する適切な所得を提供できていない。    

c. 障害者の家族は、在宅サービスや長時間身の回りの世話をするための

サービス、ソーシャルサービスの利用や移住介護者のための国への自
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己負担金など、障害者サービス関連費用を自分で支払わなければなら

ない。   

d. 障害者の経済状態に関する公式データ収集では、その家族の経済的手

段が考慮されます。  

104. IRC は、国に対して以下のことを推奨しています。  

a. 障害者に十分な生活水準を保証するための最低所得を与えるようにす

ること。   

b. 貧困状態にある障害者の数に関するデータを把握し、公に報告し、状

況に対処するために適切な政策的介入を行うこと。   

c. 世帯または家族の収入ではなく、個人の収入に基づいて適格性を評価

する。  

  

政治的および公的な生活への参加（29 条）  

105. IRC は、次のように懸念を表明しています。   

a. 後見人となっている障がい者は、選挙での投票が禁止されています。  
b. 後見人となっている障がい者は、選挙に立候補することが禁じられ

ています。   

c. 精神科病院やその他の居住施設にいる人の投票権に関する情報はな

い。障害者が投票するために施設を出ることができるよう、サービス

提供者に求める法的要件もない。   

d. すべての投票所が障害のある潜在的な有権者にとって利用しやすいと

は限らない。    

e. 有権者が郵便投票、不在者投票、代理人投票を行う仕組みはない。こ

のことは、自宅を離れられない障害者、あるいは集合施設に住む障害

者に不釣り合いに大きな影響を与える。   

106. IRC は、国に勧告している。   

a. 後見人を含むすべての障害者がすべての選挙で投票する権利を有し、

選挙サイクルのすべての段階において合理的配慮が提供されるように

すること。   
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b. 後見人を含む障害者が選挙に立候補できるようにすること。   

c. 精神科病院やその他の居住施設にいる障害のある潜在的な有権者が、

選挙のプロセス、候補者や政党のマニフェスト、投票方法に関する情

報を利用しやすい形式で受け取れるようにすること。精神科病院やそ

の他の居住施設において、投票したい潜在的な有権者が、投票するた

めに施設を出ることができるようにすること。   

d. すべての投票所が障害のある潜在的な有権者にとって利用しやすいも

のとなるようにすること。   

e. 投票所に行くことができない障害者が政治参加の権利を行使できるよ

うに、郵便投票、代理投票、不在者投票を導入する。   

  

文化的生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加（第 30 条）  

107. IRC はこう懸念しています。   

a. 子どもの遊び場には、障がいのある子どもが利用しにくいものがあり

ます。   

b. 障がい者の文化活動への参加は、チケットの案内、座席指定、鑑賞な

どのバリアによって妨げられています。   

c. 公共スポーツ施設は、障害者がスポーツに参加し、スポーツイベント

に出席できるようにアクセス可能でなければならないという法律上の

要件は存在しない。    

d. 多くの公共レクリエーション施設は、障害者にとって利用しにくいも

のです。   

108. IRC は、国に勧告している。   

a. 地方自治体が障害児が利用しやすい子供の遊び場を作ることを法律で

義務付ける。   

b. スポーツ・文化施設向けに、（i）車いす対応席の設置、（ii）不便な場

所、視界の妨げ、非常口へのアクセスの悪さなどの潜在的な問題の特

定に関するガイドラインを発行する。  
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c. 国民体育法第 44 条を改正し、公共スポーツ施設に障害者が利用しや

すいようにする義務を課すこと、および   

d. 公共レクリエーション施設が障害者にとって利用しやすくなるように

する。  

  

   

統計とデータ収集（第 31 条）  

109. IRC はこう懸念しています。  

a. CRPD の実施に役立つような、障害者の経済、社会、教育、健康状態

に関する包括的かつ細分化された人口統計学的データが不足してい

る。このようなデータの欠如は、障害者がその権利を行使する際に直

面する障壁を国が特定し、それに対処することを妨げている。  

b. 報告されているデータによると、人口の 5.03％が障害者である。この

数字は、他の比較可能な国よりもはるかに低く、WHO の 2011 年世界
障害者報告書では、少なくとも人口の約 15％が障害者であると推定さ

れています。  IRC はこの矛盾について説明を受けていない。  

110. IRC は、国に勧告している。   

a. 障害者とその代表団体との緊密な協議のもと、（i）次回の国勢調査、 

（ii）国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）の人権指標を参考にした、 

CRPD の定期的モニタリングのための人権指標案の作成を通じて、 

CRPD 実施に関する、性的指向や性自認、移住状況によるものも含

め、人々の経済、社会、教育、健康状態に関する細分化データの収集

を確保すること。   

b. 障害者に関連する統計を含むすべてのデータの調整、調和、公開に責

任を負う集中管理団体を指定する。    

c. データを集計できるように、障害者を正確に特定するためのわかりや

すく簡単な方法を開発する。   
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国際協力（art.32）  

111. IRC はこう懸念しています。  

a. CRPD の精神と規範的枠組みが国の公式開発計画に反映されておら

ず、特に、障害者の権利の尊重がすべての国際協力における横断的

テーマになっていない。 国際協力の横断的テーマになっていない。   

112. IRC は、国に勧告している。  

b. すべての国際協力が、障害者を包含し、障害者がアクセス可能であ

り、かつ CRPD に基づくものであることを確認すること。  

c. 障害者及びその代表団体が、他の国の同様の団体と協力することを支

援すること。   

d. 国内の障害者団体と協議し、国際協力の計画、プログラム、プロジェ

クトの開発および実施のすべての段階において、障害者団体を参加さ

せること。  

  

国内での実施と監視（33 条）  

113. IRC はこう懸念しています。  

a. 政府内に第 33 条 1 項の CRPD 調整機構として設置された障害者権

利促進委員会は、特に障害者の権利が政府省庁やすべての地方自治

体で考慮されるようにすること、CRPD の実施方法に関する戦略を

策定していないことなど、まだ効果的とはいえない状況です。   

b. 国内人権委員会を、障害者の権利を促進・保護し、第 33 条 2 項に

基づく CRPD の実施を監視する独立したメカニズムとして指定する

法的措置がないこと、及び   

c. 国家人権委員会を含む国は、市民社会、特に障害者とその代表団体

が監視プロセスに関与し、完全に参加することを可能にする枠組み

をまだ構築していない。  

114. IRC は、国に勧告している。  



  40  

a. 国家障害戦略の策定、政府全体の政策の調整、すべての政策とプロ

グラムへの障害の主流化など、障害者の権利推進委員会（行政院）

の効果を改善すること。   

b. 国家人権委員会に第 33 条 2 項に基づく CRPD の独立監視機構とし

ての明確な法的権限を与え、データの受領と分析、障害者に関する

国内人権政策の見直しと「国内機関の地位に関する原則」（パリ原則）

に沿った勧告、苦情の受領と解決に関する権限の明確化といった機

能を強化することで、CRPD の独立監視機構としての国家人権委員

会の能力を強化すること。    

c. 障害者の権利が現行の国内人権行動計画の実施に不可欠な部分であ

ることを確認すること、および    

d. 障害者及びその代表組織が、行政院障害者権利促進委員会、国家人

権委員会、行政院人権及び移行期正義局の業務を含む条約の実施状

況の監視に効果的に参加できるようにし、そのフィードバックと提

言を求めること。   

  
    
V. フォローアップと普及  

  

115. IRC は、国に対し、12 ヶ⽉以内に、CRPD35 条 2 項に従い、上記 41 項
（平等及び⾮差別）及び 86 項（自立して生活し、地域社会に含まれる）に
⽰される IRC の勧告を実施するためにとられた措置に関する情報を公に広
めるよう要請する。   

116. IRC は、国に対し、本最終⾒解に含まれる IRC の勧告を実施するよう要請
する。国は、検討と⾏動のために、国および地⽅政府のメンバー、関連省庁
の⽴法関係者、地⽅⾃治体、教育、医療、福祉、法律の専⾨家などの関連専
⾨家グループのメンバー、および現代のソーシャルメディアとコミュ 

ニケーション戦略を⽤いてメディアに最終⾒解を送信することを提⾔する。  

117. IRC は、国に対し、定期報告書の作成に市⺠社会団体、特に障害者団体を参
加させることを強く奨励する。  
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118. IRC は、国に対し、NGO や障害者代表組織、障害者⾃⾝やその家族などに
対して、台湾⼿話を含む各国語や少数⾔語、利⽤しやすいフォーマットで本
最終⾒解を広く普及させ、政府の⼈権に関するウェブサイトで利⽤できるよ
うにすることを要請する。   


