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障がい の ある人 の 人権問題

問 障がい者の人権に関して、問題であると思うもの（上位５項目）

　「就労保障が不十分」が最も多く47.8％、次いで「…外出の際に不便である」は47.7％、「…医療施設や制度が不十分」
は39.6％となっていました。

　障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくる
ため、2016（平成２８）年４月１日「障害者差別解消法」が施行されました。また、雇用の分野におい
ても「障害者雇用促進法」が改正され、障がいのある人に対する差別をなくしていくための取り
組みが必要です。

　この法律は障がいを理由とする差別を解
消して、障がいのある人もない人も平等に
生活できる社会を作ることを目指していま
す。

　この法律は障がい者の雇用の安定を図る
ことを目的としています。すべての事業主に
対して障がい者の雇用が義務付けられてい
ます。

　障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生
活しづらい場合があります。たとえば、段差がある場合にス

ロープなどを設置する、意思を伝え合うために
筆談やタブレット端末などを使うなど、負担が
重すぎない範囲で対応すること(事業者は対応
に努めること)です。

生活・文化・教育等に関する差別
の禁止や合理的配慮の提供

雇用・労働に関する差別の禁止や
合理的配慮の提供
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39.6％

36.8％

24.8％

就労保障が不十分

バリアフリーが不十分なため外出の際に不便である

介護・福祉・医療施設や制度が不十分

差別的言動など、その人格が尊重されない

災害情報など、公的な情報が伝わりにくい

障がい者の人権

障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法

合理的配慮とは…

「改正障害者雇用促進法」「障害者差別解消法」
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