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第２部 第 2期朝倉市障がい者計画 
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第１章  計画の基本的な方針 

 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、第 1期朝倉市障害者計画において、ノーマライゼーションの理念の下、これまで

「障害の有無に関わらず、地域の中で安心・安全に暮らし、活動できるための支援と条件整備」

を基本理念としたまちづくりを目指してきました。 

第 2期朝倉市障がい者計画では、平成 28年４月から障害者差別解消法の施行や障害者雇用

促進法の改正がなされ、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障が

いのある人への合理的配慮が求められており、第 1期の基本理念を踏襲するとともに、障害者

基本法の「地域社会における共生」の考え方にたち、障がいへの理解の促進と支えあう市民意

識を醸成し、障がいの有無によって分け隔てられることなく、地域社会において、共に安心・

安全して暮らせる福祉のまちを目指して取り組んでいきます。 

 

【基本理念の考え方】 

○「共に理解し、支えあう」  

「地域社会における共生」の考え方にたち、地域社会における障がいに対する理解を深め、 

ともに支えあいより良い市民生活の実現を目指します。 

○「誰もが安心・安全」  

障がい者（児）が地域生活を継続していくうえで、安全に安心して生活できるよう、ユニ 

バーサルデザインに配慮した環境の整備、災害時における安全を確保できる環境の整備を目 

指します。 

○「自分らしく暮らせる」  

障がい者（児）が地域で自立した生活を送れるよう、雇用・就業環境の向上、福祉、医療、教育 

等の関係分野の相互連携の強化による生活支援体制の充実を目指します。 

 

共に理解し、支えあう 

誰もが安心・安全で自分らしく暮らせるあさくらの実現 
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２ 施策の基本目標 

 

計画策定にあたってのアンケート調査ならびに庁内各課の事業調査、策定委員会での意見を

もとに、本計画の基本理念の実現に向けて、６つの基本目標と目標達成に向けた施策の方向に

ついて以下のように設定しました。 

 

 

 

 

地域の中で障がいのある人が隔たりを感じることなく共に暮らす社会を実現するため、障が

いへの正しい理解を深めるための広報・啓発活動や福祉教育活動に取り組むほか、地域におけ

る交流活動等を促進し、障がいのある人を地域で支えあう市民意識の醸成に努めます。 

また、生活の場や就労の場等のさまざまな機会や状況において、障がいのある人への差別や

偏見をなくし、障がいへの配慮が行き届き、障がいの有無にかかわらず、共に安心して暮らせ

る地域社会づくりを進めます。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○広報啓発活動の推進 

○福祉教育の推進 

○人権・権利擁護の推進 

○地域交流・ボランティア活動の促進 

○障がいを理由とする差別解消の推進 

 

 

 

 

自立生活に向けた暮らしやすい福祉支援体制の構築を目指し、障がいの種別にかかわらず、

一人ひとりの状況に応じたきめ細かな相談支援、ライフステージごとに継続した保健・医療及

び福祉のサービスが受けられるよう、量的・質的な充実を図ります。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○相談支援体制の充実 

○保健・医療サービスの充実 

○障がい福祉サービスの充実 

○専門人材の育成・確保 

 

 

基本目標１ 

障がいへの正しい理解による差別をなくし、支えあう市民意識を醸成します 

基本目標２ 

自立生活に向けた暮らしやすい福祉支援体制を構築します 
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就労を望む障がい者が、自分にあった働き方ができ、生きがいを感じられる就労・雇用機会

の拡大を目指すとともに、一般就労へ向けた支援や就労定着のための支援を推進します。 

また、障がい者雇用に対する事業者への周知を徹底し、雇用の促進を図ります。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保 

○就労定着のための支援 

○障がい者雇用の促進 

 

 

 

 

道路、公共施設、交通機関、住宅等のバリアフリー化を推進し、障がいの有無にかかわらず

地域で安心して暮らせる生活環境の整備に努めます。 

また、災害その他の緊急時にも安心・安全が確保されるよう、避難支援体制や防犯対策、交

通安全対策等の取組を強化し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 

○移動・交通手段の確保 

○災害時での安心・安全対策の強化 

 

 

 

 

障がいのある子どもの早期の療育支援や子どもの特性に合った指導を行うため、障がいの早

期発見、早期療育のための体制の充実に努めます。 

また、障がいのある子どもを受入れる保育施設、学校施設等の環境の充実に努めます。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○発達・療育支援環境の充実 

○保育・教育環境の充実 

 

 

基本目標３ 

障がいの特性にあわせた働き方のできる就労・雇用環境をつくります 

基本目標４ 

安心・安全に暮らせるまちづくりを推進します 

基本目標５ 

児童の療育支援、保育・教育環境の充実に努めます 
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障がいのある人が、地域社会で個性や能力を最大限に発揮し、地域活動やスポーツ・文化活

動へ参加することにより、自らの生活を描き、生きがいを感じられる機会が広がるよう、必要

な環境づくりを推進します。 

 

【基本目標を達成するための施策】 

○地域活動への参加促進 

○スポーツ・文化活動への参加促進 

 

  

基本目標６ 

地域活動やスポーツ・文化活動への参加を促進する環境をつくります 
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３ 施策の方向（施策体系） 

 

基本

理念 
 基本目標 

 
基本目標を実現するための施策 

     

共
に
理
解
し
、
支
え
あ
う 

誰
も
が
安
心
・安
全
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
あ
さ
く
ら
の
実
現 

 

基本目標１ 

障がいへの正しい理解による差別を

なくし、支えあう市民意識を醸成しま

す 

 1-1広報啓発活動の推進 

 
1-2福祉教育の推進 

 1-3人権・権利擁護の推進 

 1-4地域交流・ボランティア活動の促進 

 1-5障がいを理由とする差別解消の推進 

   

基本目標２ 

自立生活に向けた暮らしやすい福祉

支援体制を構築します 

 2-1相談支援体制の充実 

 

2-2保健・医療サービスの充実 

 

2-3障がい福祉サービスの充実 

 2-4専門人材の育成・確保 

   

基本目標３ 

障がいの特性にあわせた働き方ので

きる就労・雇用環境をつくります 

 
3-1障がい特性に応じた就労支援、就業機会の確保 

 3-2就労定着のための支援 

 3-3障がい者雇用の促進 
   

基本目標４ 

安心・安全に暮らせるまちづくりを推

進します 

 
4-1道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 

 4-2移動・交通手段の確保 

 
4-3災害時等での安心・安全対策の強化 

   

基本目標５ 

児童の療育支援、保育・教育環境の

充実に努めます 

 5-1発達・療育支援環境の充実 

 
5-2保育・教育環境の充実 

   

基本目標６ 

地域活動やスポーツ・文化活動への

参加を促進する環境をつくります 

 6-1地域活動への参加促進 

  6-2スポーツ・文化活動への参加促進 
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施策の取組方向 

  

 1-1-1 広報啓発活動の推進 
1-1-2 適切な情報提供 

 1-2-1 学校教育における福祉教育の推進 
1-2-2 地域における福祉教育の推進 

 1-3-1 人権・権利擁護の推進 

 1-4-1 地域交流活動の推進 
1-4-2 ボランティア活動の促進 

 1-5-1 障がい者に対する差別等の禁止 
1-5-2 社会的障壁除去のための合理的配慮 

 

 2-1-1 相談支援体制の整備 
2-1-2 介護する家族への支援 

 2-2-1 障がいの発生予防、早期発見・早期治療 
2-2-2 精神保健施策の充実 
2-2-3 難病に関する施策の推進 
2-2-4 医療費の給付・助成制度の周知 

 2-3-1 在宅福祉サービスの充実 
2-3-2 施設福祉サービスの充実 
2-3-3 地域生活移行への支援 
2-3-4 経済的支援の実施 

 2-4-1 専門人材の育成・確保 

  

 3-1-1 多様な就労への支援 
3-1-2 一般就労の促進 

 3-2-1 就労定着への支援 

 3-3-1 障がい者雇用の促進 
 

 4-1-1 道路等のバリアフリー化の推進 
4-1-2 公共施設等のバリアフリー化の推進 
4-1-3 住宅の確保 

 4-2-1 移動・交通手段の確保 
4-2-2 移動支援の充実 

 4-3-1 災害時における避難支援体制の強化 
4-3-2 防犯・交通安全対策の推進 

 

 5-1-1 発達・療育支援環境の充実 

 5-2-1 障がい児保育の充実 
5-2-2 障がい児教育の充実 
5-2-3 学校施設の整備・充実 

 

 6-1-1 地域活動への参加促進 
6-1-2 情報・意思疎通支援の充実 

 6-2-1 スポーツ・レクリエーション活動への参加促進 
6-2-2 文化活動・生涯学習の振興 
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第２章 具体的施策 

 

【基本目標１】 

障がいへの正しい理解による差別をなくし、支えあう市民意識を醸成します 

 

施策１－１ 広報啓発活動の推進 

 

【現状と課題】 

○市の広報啓発活動としては、「広報あさくら」を通じて障がい者施策の情報提供や啓発情報を発

信しており、希望者には音声や点字による広報を送付しています。 

○障がい者へ福祉サービス等の情報をわかりやすく提供するため、「福祉のしおり」を作成し、手

帳交付の際に配布しています。 

○毎年 12 月に行われる「障がい者週間」について、広報を通じて広く周知に努めているほか、

朝倉市身体障がい者福祉協会が実施する「ふれあい集会」などに市も参加・協力を行っていま

す。 

○アンケート調査では、既存の障がい福祉サービスに対して、知らない、利用していない結果が

多くなっていることから、障がい福祉サービスを必要とする人に必要なサービスを提供できる

よう、サービスに関する情報が届く環境づくりが必要となっています。 

○アンケート調査では、障がいのことや福祉サービスなどに関する情報収集方法は、「市役所の広

報紙」が 38.1％と最も多く、広報紙が障がい者の日頃の情報収集の有効な手段として活用され

ているため、今後も広報紙を活用した情報発信の充実が求められます。 

○各種団体等と連携・協力し、子どもから大人まで、多くの方を対象とした啓発活動を行い、障

がいに対する理解を深め、差別や偏見を解消し、支えあう市民意識の醸成に努める必要があり

ます。 
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【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

 

1-1-1 広報・啓発活動の推進 

① 市民等への障がいに対する正しい理解を促進する広報・啓発活動の充実 

障がい者が地域社会の中で自立した生活を送るためには、市民や企業などの周囲の理解と支

援を充実させることが必要であり、障がいや障がい者に対する市民の理解を深める機会を広げ

ていきます。 

■主な取り組み 

○障がいに関する啓発情報の広報等への定期的な掲載 

 

② 障がい者週間及び関係団体の周知及び啓発活動の推進 

毎年実施される「障がい者週間」を広く市民へ周知するほか、障がい者団体等の取り組みに

対する周知や関係団体の連携による啓発活動を進めます。 

■主な取り組み 

○広報等を通じた「障がい者週間」の周知 

○市内の障がい者団体の周知に向けた広報活動の支援 

○病院、施設等への福祉情報の提供 

○身体障がい者相談員や知的障がい者相談員の啓発広報の推進 

 

1-1-2 適切な情報提供 

① わかりやすい情報提供の推進 

広報紙や「福祉のしおり」などの広報媒体により、障がい者に対し、制度やサービスについ

て、わかりやすい情報提供ができる環境づくりに努めます。 

■主な取り組み 

○障がい福祉サービス等の情報を掲載した「福祉のしおり」・「地域資源マップ」の作成・配布 

○音声及び点字を活用した広報及び案内文書の情報提供 

 

② 市職員の障がい施策に対する正しい理解促進 

市職員が法改正等に伴う障がい者を取り巻く環境の変化を正しく理解し、適切なサービスが

提供できるよう、研修機会等を通じた知識の向上と意識啓発を推進します。 

■主な取り組み 

○市職員の研修機会の充実による、法改正等にあわせた適切なサービスの提供 

○市職員の障がいに対する学習機会の充実（障がい者の視点にたった行政運営の推進） 

○ 日常生活の中で、障がいの有無にかかわらず、市民として共に暮らし、支えあう関

係を深めるため、各種団体と連携し、市民等の障がいに対する啓発活動を推進します。 
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施策１－２ 福祉教育の推進 

 

【現状と課題】 

○本市の小中学校では、総合的な学習の時間に福祉教育を位置づけ、障がい者との交流を通じて、

障がいに対して理解を深める学習に取り組んでいます。今後は、体験活動等を通じた学習機会

の充実が課題となっています。 

○地域における福祉教育として、社会福祉協議会主催による「住民福祉ボランティアのつどい」

の中で、擬似体験・講演等を行っています。 

○アンケート調査では、学校や保育所・幼稚園などでの生活を送るうえで必要だと思っていること

は「障がいのない児童・生徒とのふれあいの機会」「教職員の障がいや障がいのある子どもに対す

る理解の徹底」「周りの児童・生徒やその保護者の理解の促進」となっており、教職員、児童・生

徒、保護者が障がい児に対する理解を深める機会の充実が必要となっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 
 

1-2-1 学校教育における福祉教育の推進 

体験学習等を取り入れた福祉教育や障がい者との交流機会を充実し、子どもの頃からの障が

いに対する正しい理解を促進します。また、特別支援教育に関する情報発信により、職員、周

りの児童・生徒、保護者が障がい児に対する理解を深める環境づくりを進めます。 

■主な取り組み 

○体験活動等の導入による福祉教育の充実 

○各学校における障がい者との交流機会の拡大  

○学校からの特別支援教育に関する情報発信による障がい児に対する理解促進 

 

1-2-2 地域における福祉教育の推進 

社会福祉協議会を通じて、障がいに対する理解促進を深める学習機会や体験交流活動の充実

を図ります。 

■主な取り組み 

○社会福祉協議会等での福祉教育の学習機会の充実 

○「障がい者週間」等の啓発イベントの開催及び参加促進 

 

○ 学校での総合学習や地域での学習機会を通じて、多くの市民が、障がい及び障がい

のある人に対する理解を深められる取り組みを推進します。 

 



 

45 

 

施策１－３ 人権・権利擁護の推進 

 

【現状と課題】 

○人権教育を推進するため、１２月の人権週間に合わせて、人権についての講演会（朝倉市民の

つどい）を行っています。また、年８回実施している人権セミナーの中で「障がい者の人権」

をテーマとしたセミナーを実施しています。 

○毎年作成している人権啓発冊子カレンダー「ひらけ未来に」において、障がいに関する情報を

掲載しています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

 

1-3-1 人権・権利擁護の推進 

① 人権教育を通じた障がいに関する意識啓発 

人権週間等を通じて、障がいへの理解を深めるための啓発活動を推進します。 

■主な取り組み 

○人権週間及び人権セミナーを通じた意識啓発 

○講演会や啓発冊子等の作成による意識啓発・広報活動の展開 

 

② 権利擁護の推進と成年後見人制度の利用支援 

障がい者の日常生活における権利が損なわれないよう、権利擁護や成年後見制度に関する情

報提供、相談支援を推進します。 

■主な取り組み 

○権利擁護に関する相談支援 

○成年後見人制度の周知及び利用支援（制度活用の促進） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 意識啓発を進めることで、市民一人ひとりが個人の尊厳を重んじ、すべての人の人

権が尊重される地域社会づくりを進めます。 
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施策１－４ 地域交流・ボランティア活動の促進 

 

【現状と課題】 

○社会福祉協議会主催による「住民福祉ボランティアのつどい」の中で、擬似体験・講演等を行

っているほか、ボランティアによる福祉施設への訪問活動を行い、障がい者との交流を図って

います。 

○地域生活支援事業の中で社会福祉協議会に手話、点訳、朗読、要約筆記等の養成講座を委託し

ており、各種ボランティアによる支援活動を行っています。 

○朝倉市ボランティア連絡協議会に加入する団体の紹介カードを作成し、活動を推進するための

情報提供を行っています。 

○住民福祉ボランティアのつどいを通じて、市民へのボランティア活動の周知及び新規ボランテ

ィアの確保に努めていますが、活動者の高齢化が進んでおり、新たなボランティアの参加促進

が課題となっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

 

1-4-1 地域交流活動の推進 

障がい者団体や地域活動団体、事業所等が主体的に行う交流活動を支援し、障がいの有無に

かかわらず市民が交流し、ふれあう場を確保します。 

■主な取り組み 

○「住民福祉ボランティアのつどい」等を通じた交流の場づくり 

○ボランティアによる福祉施設への訪問活動の充実 

 

1-4-2 ボランティア活動の促進 

これまでの社会福祉協議会等を通じたボランティア活動による障がい者への支援を継続す

るとともに、ボランティア活動への新規参加者を拡大するため、活動団体の支援を行います。

また、各種団体のボランティア活動を周知し、活動の拡大を図るため、ボランティア情報を共

有できる総合窓口として、ボランティアセンターの設立を目指します。 

■主な取り組み 

○社会福祉協議会及び既存のボランティア団体の活動支援 

○ボランティア活動への新規参加の促進 

○ボランティア情報を共有できるボランティアセンターの設立の検討 

○ 障がいへの理解を深め、支えあう市民意識を醸成するため、相互交流の機会をつく

るとともにボランティア活動を推進します。 
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施策１－５ 障がいを理由とする差別解消の推進 

 

【現状と課題】 

○平成 28 年４月から施行された障害者差別解消法では、国・地方公共団体等において、障がい

を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されました。また、事務事業を行うにあたり障がいの

ある人（家族等を含む。）から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合

等において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がいのある人の権利利益を侵害する

こととならないよう、障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、必要かつ合理

的配慮を行うことが義務化されています。 

○今後、障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共生社会の実現に向けて、障がいへの理

解の促進、差別や偏見の解消のため、周知啓発を行っていく必要があります。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

 

1-5-1 障がい者に対する差別等の禁止 

日常生活の場や教育、雇用の場など、さまざまな場において、障がいを理由とする差別の禁

止に向けた啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合等の相談支援体制の充実を図ります。 

■主な取り組み 

○障がいを理由とする不当な差別の禁止に関する啓発・広報活動 

○差別の禁止や合理的配慮等に関する研修の実施 

 

1-5-2 社会的障壁除去のための合理的配慮 

行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項につ

いて、職員対応要領を定めるよう努めることとされており、市では、必要かつ合理的配慮や、

差別を受けた場合等の相談体制の構築等について、職員対応要領を定めて対応していきます。 

■主な取り組み 

○市職員対応要領に基づく合理的配慮の実践 

 

 

 

 

○ 障がいを理由とした差別を解消し、障がいの有無によって分け隔てられることな

く、人格と個性を尊重しあいながら共生社会の実現を目指します。 
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【基本目標２】 

自立生活に向けた暮らしやすい福祉支援体制を構築します 

 

施策２－１ 相談支援体制の充実 

 

【現状と課題】 

○障がい者及びその家族からの相談支援を充実するため、本市では、障がい者相談支援事業所を

設置したほか、身体障がい者・知的障がい者相談員を設置し、障がい者の適切なサービスの利

用援助、介護相談、情報提供・助言等、自立・社会参加の促進を図るため、相談支援を実施し

てきました。 

○障がい者を介助する家族の高齢化が進んでおり、障がい者への支援とともに介助する家族に対

する支援の必要性がさらに高まっています。 

○アンケート調査では、障がい者の相談支援サービスに対するニーズは高く、引き続き関係機関との

連携を図りながら、身近な窓口の充実と専門的な支援へつなげる体制の充実が求められます。 

 

【施策のめざす目標】 
 

 

 

 

【施策の取組方向】 
 

2-1-1 相談支援体制の整備 

障がい福祉の制度やサービスについての広報等による周知を充実するとともに、障がい者の

さまざまな相談に対応できるよう、相談支援専門員の資質向上と関係機関との連携による相談

支援体制の充実に努めます。 

■主な取り組み 

○相談支援専門員による相談支援の充実及び周知 

○障がい福祉の制度やサービスに関する広報による周知活動 

○市役所における相談体制の充実及び関係機関との連携促進 

 

2-1-2 介護する家族に対する支援 

事業者等との連携を図り、障がい者を介助する家族の負担軽減に向けた支援体制の整備を進

めます。 

■主な取り組み 

○保健・医療・福祉の連携による家族への支援体制の整備 

  

○ 障がい者及び家族等の介護者からの多様な相談内容に応じることができる相談体

制を充実し、困りごとの解消や必要なサービス、制度の情報提供に取り組みます。 

 



 

49 

 

施策２－２ 保健・医療サービスの充実 

 

【現状と課題】 

○障がいの発生予防・早期発見を図るため、朝倉市健康増進計画に基づき、健康診査・保健指導

を通じた相談・指導のほか、関係機関と連携した健康増進活動に取り組んでいます。 

○精神障がい者に対する保健福祉対策として、県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関と

連携し、情報の共有と社会復帰への支援を行っています。 

○難病患者及び家族の幅広いニーズに対応した在宅支援として難病患者等居宅生活支援事業を実

施しています。 

○重度心身障害者医療費助成等、医療費の給付・助成制度を周知し、障がい者の医療費の負担軽

減を図っています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

 

2-2-1 障がいの発生予防、早期発見・早期治療 

第２次朝倉市健康増進計画に基づき、健康乳幼児健康診査及び生活習慣病等の各種健康診査

において医療機関と連携を強め、疾病の早期予防・発見や早期対応に努め、障がいの軽減や健

康の増進を支援します。 

■主な取り組み 

○朝倉市健康増進計画に基づく健康診査・保健指導の継続と健康づくりの推進 

○健康診査に従事する看護師、保健師等に対する専門性を高める研修機会の充実 

○健診受診児への再受診勧奨、状況把握 

 

2-2-2 精神保健施策の充実 

精神保健施策の推進を図るため、県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携

を深め、精神障がい者に対する保健相談の充実、社会復帰、職場適応のためのリハビリテーシ

ョンの推進を図ります。また、県（保健福祉環境事務所）などと連携し、精神障がい者に対す

る正しい知識の普及と啓発を促進します。 

■主な取り組み 

○県（保健福祉環境事務所）、医療機関、関係機関との連携による相談支援及び社会復帰の支援 

○広報等による精神障がい者に対する正しい知識の普及と啓発 

○心の健康づくりに対する相談支援の充実 

○ 障がい者にとって身近で安心できる保健・医療を目指し、生涯を通じて必要な保健、

医療に関する相談やサービスが得られる環境づくりに取り組みます。 
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2-2-3 難病に関する施策の推進 

これまでの難病患者及び家族への在宅支援事業を継続するとともに、県（保健福祉環境事務

所）などと連携し、難病患者の実態を把握し、正確なニーズの把握に努めるとともに、的確な

支援を実施します。また、広報活動を通じて難病についての知識の普及・啓発を行い地域社会

での理解と協力が得られるように努めます。 

■主な取り組み 

○難病患者の実態把握のよる的確な支援の実施 

○保健・医療・福祉の連携による支援体制の整備 

○難病患者及び家族のニーズに対応した在宅支援事業の推進 

○難病についての知識の普及・啓発 

 

2-2-4 医療費の給付・助成制度の周知 

障がいのある人が必要な医療が受けられるよう、重度心身障害者医療費助成等、医療費の給

付・助成制度の周知を図り、経済的な負担の軽減を図ります。 

■主な取り組み 

○医療費の給付・助成制度の周知 
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施策２－３ 障がい福祉サービスの充実 

 

【現状と課題】 

○自立生活援助等、障がい者に対する新たな福祉サービスの導入が進む中、障がい者が障がい福

祉サービスを利用しながら、自立した生活を送れるよう、障がいの種類にかかわらず安定した

サービスの提供が求められています。 

○アンケート調査では、障がい福祉サービスのうち、現在、利用しているとの回答が多いサービ

スは「自立訓練」「生活介護」「相談支援」「日常生活用具給付」「施設入所支援」となっていま

す。サービスを必要とする障がい者に必要なサービスを提供できるよう、サービス内容の充実

とあわせ、サービスの周知や相談支援の充実が求められています。 

○団体アンケート調査では施設利用者の高齢化・重度化が課題となっており、地域移行への受け皿と

しての共同生活援助事業（グループホーム）の充実、医療との連携強化が求められています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 
 

2-3-1 在宅福祉サービスの充実 

在宅生活を支援するための障がい福祉サービスを利用しながら、自立した生活を送れるよう、

訪問系サービスや日中活動系サービスなどの生活支援サービスの安定したサービスの提供に努

めるとともに、サービスの周知と相談支援を充実し、障がい者が必要とされるサービスを受け

ることができる体制づくりを進めます。 

■主な取り組み 

〇個別のニーズに応じた在宅サービスの提供 

〇日中活動の場の確保 

〇日常生活用具費給付などの地域生活支援事業の充実 

○相談支援事業所やサービス提供事業所と連携した在宅生活の充実 

 

2-3-2 施設福祉サービスの充実 

障がいの状態や生活状況等に応じて、安心して暮らしていくことができる居住・生活の場を

確保できるよう、障がいのある方のニーズに応じた、通所施設や共同生活援助（グループホー

ム）の整備促進を図るとともに、障がい者の自立生活援助等の支援を促進します。 

■主な取り組み 

○通所施設やグループホーム等の整備促進（事業所への補助制度の情報提供） 

○ 障がいのある人が、地域での自立を実現できるよう、在宅・施設での生活を支援す

るさまざまなサービスの質的・量的な充実を図り、サービスを提供します。 

します 
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2-3-3 地域生活移行への支援 

施設等で暮らす障がいのある人、地域での暮らしを望むときに、円滑な地域生活移行ができ

るよう、関係機関及び事業者と連携し、地域生活に必要な支援やサービスの確保、緊急時に対

応できる体制づくりに努めるとともに、地域住民の理解を深め、支えあいながら暮らしていく

体制づくりを推進します。 

■主な取り組み 

○地域生活移行への意向把握と相談支援 

 

2-3-4 経済的支援の実施 

国・県・市、民間事業者等で、各種の経済的支援を行い、障がいのある人やその家族の経済

的な不安や負担の軽減に努めます。また、必要な人が必要なサービスを利用できるよう、各種

制度の周知を図ります。 

■主な取り組み 

○障がい者の生活安定のための年金、手当、公的機関等についての周知 

○年金や手当制度の手続き方法の簡素化に向けた検討 
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施策２－４ 専門人材の育成・確保 

 

【現状と課題】 

○平成 25 年には障害者総合支援法が施行され、障がいのある人の範囲に発達障がい者や難病患

者が加わる等の改正が行われ、年々サービス利用量も増加しています。さらに、平成 30 年度

から自立生活援助等のサービスが新たな障がい福祉サービスとして追加されます。 

○今後は、こうした障がい福祉サービスの多様化にあわせ、さまざまな障がいに対応できる専門性

の高い支援体制が求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進していく

必要があります。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

2-4-1 専門人材の育成・確保 

県や関係機関と連携し、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉専門職や理学療

法士等の医学的リハビリテーション従事者等の人材の育成・確保を進めるともに、障がい特性

を理解したホームヘルパーの人材を確保するため、養成研修や資質向上研修への受講を推進し

ます。 

■主な取り組み 

○県や関係機関との連携による福祉専門職等の人材の育成・確保 

○ホームヘルパー養成研修、資質向上研修への受講の推進 

 

○ 多様化・高度化する福祉・介護サービスに適切に対応できるよう、県と連携し、専

門職種の育成・確保に努めます。 
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【基本目標３】 

障がいの特性にあわせた働き方のできる就労・雇用環境をつくります 

 

施策３－１ 障がいの特性に応じた就労支援、就業機会の確保 

 

【現状と課題】 

○障がい者が就業し自立することの意義は重要であり、働く意欲があっても就労に結びつかない障が

い者が、その意欲や適性、能力に応じて就労できるよう支援していくことが必要となっています。 

○アンケート調査では、現在、障がい者の働いている方の就労形態は、「パートタイムやアルバイト」

の非正規雇用が多くなっています。団体アンケート調査では、福祉就労における工賃向上が課題に

あがっており、低賃金や雇用の不安定といった課題に対する安定した雇用機会の向上が求められてい

ます。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

3-1-1 多様な就労への支援 

障がいの状況や意欲・能力に応じた多様な就労の場を提供するため、一般企業等での就労が

難しい人の働く場として、引き続き福祉的就労の場の提供を支援します。 

■主な取り組み 

○福祉的就労の場の提供支援（就労継続支援） 

○障がい者施設等で作られた品物の販売促進及び周知 

〇障害者優先調達推進法による取り組みの強化 

 

3-1-2 一般就労の推進 

就労移行を支援するサービス提供事業所の確保に努めるとともに、関係機関と連携しながら、

一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進や雇用に関する情報

提供、就労しやすい環境づくりを推進します。 

■主な取り組み 

○一般企業等への就労移行に向けた各種支援制度の周知及び制度の活用促進 

〇職業訓練に対する広報・啓発 

  

○ 働く意欲のある障がい者に就労への多様な情報提供や相談支援を行い、自分にあっ

た働き方のできる環境づくりに取り組みます。 
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施策３－２ 就労定着のための支援 

 

【現状と課題】 

○障害者総合支援法の改正により、今後、在職障がい者の就労に伴う生活面の課題に対応できる

よう、就労定着に向けて事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービ

スを新たに創設することとなっているため、一般就労に移行する障がい者が見込まれます。 

○アンケート調査では、障がい者の就労支援として必要なことは、「職場の障がい者への理解」が

最も多く、障がい者の状況に合わせた柔軟な働き方ができるよう企業へ働きかけるとともに、

就労面と生活面の一体的な支援サービスの提供など、安心して働き続けるための総合的な支援

が必要となっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

3-2-1 就労定着への支援 

一般就労に移行した障がいのある人に対して、就労に伴う環境変化等による生活面の課題に

対して、企業や自宅等へ訪問したり、連絡調整や指導助言を行う等の就労定着支援を利用する

ことにより、就労定着への支援に努めます。 

■主な取り組み 

○障がい者の就労定着に向けた企業や自宅等への訪問、連絡調整や指導助言の実施 

  

○ 一般就労に移行した障がい者の、就労に伴う環境変化等による生活面の課題に対応

し、就労定着への支援に努めます。 
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施策３－３ 障がい者雇用の促進 

 

【現状と課題】 

○一般企業の障害者雇用率の向上に向け、本市では、毎年、労働実態調査を行い、事業所に対し

て障害者雇用促進法についての啓発活動を行っていますが、障がいのある人が一般企業での就

労を希望しても、現状は依然として厳しい状況にあります。 

○今後も、障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業等に対する啓発を進め、障害者の雇用機

会の拡充を図ることが求められています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

【施策の取組方向】 

3-3-1 障がい者雇用の促進 

これまでの労働実態調査の告知等を継続し、一般企業への障害者雇用に対する周知と意識啓

発を進めるとともに、定期的にハローワークとの協議の場を設け、双方の情報媒体を活用した

啓発活動の拡大を図ります。また、国・県の動向を注視しながら、農業部門における障がい者

の雇用の場づくり等を検討していきます。 

■主な取り組み 

○事業所に対する障害者雇用促進法に関する啓発活動の推進 

○国・県の動向にあわせた農業部門における支援の検討 

 

○ 一般事業所の障がい者雇用への積極的な取り組みを促し、一般就労の拡大を図ります。 



 

57 

 

【基本目標４】 

安心・安全に暮らせるまちづくりを推進します 

 

施策４－１ 道路、公共施設等のバリアフリー化の推進 

 

【現状と課題】 

○公共施設、道路等のバリアフリー化は、障がい者の自立と社会活動への参加を促進するための

基本となる生活環境条件であり、官民一体となった取り組みが必要となっています。 

○アンケート調査では、日常生活における外出で困ることで「道路に段差・階段が多い」をあげ

る回答が多く、地域で生活していくために市に希望することでは「バリアフリー化など住まい

に必要な支援」に対する回答が多くあがっています。 

○本市では、歩道整備を計画的に進めており、誘導ブロック、市街地を中心に音響信号機を設置し

安全な歩行空間の確保を進めています。また、公共施設のバリアフリー化に向けて法令に基づく

環境整備を進めるともに、手すり、スロープ、障がい者用トイレ等についても関係機関への要請

を含め、設置を進めています。 

○住宅のバリアフリー化については、平成 29 年度に市営住宅天神町団地のバリアフリー化が建替

えにより完了したほか、一般住宅の住宅改修についての各種相談に対応しています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

4-1-1 道路等のバリアフリー化の推進 

障がい者に安全で利用しやすい歩行空間を確保するため、引き続き歩道整備等、歩行者優先

の道路整備を推進するとともに、音声信号機、誘導ブロックの設置を計画的に進めます。 

■主な取り組み 

○歩行者優先の道路整備の推進 

○音声信号機、誘導ブロックの設置 

 

4-1-2 公共施設等のバリアフリー化の推進 

公園や公共施設等でのバリアフリー化を継続して進めるほか、関係機関や民間事業者に要請

し、手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置をさらに促進します。 

■主な取り組み 

○公共施設等における手すり、スロープ、障がい者用トイレ、点字案内等の設置の促進 

○ 生活環境や利便性の向上に努めることにより、障がい者が暮らしやすさを実感でき

る環境づくりを進めます。 
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4-1-3 住宅の確保 

障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、市営住宅のバリアフリー化を計画的に

進めるとともに、障がい者の住宅改修に関する費用の助成等の住宅改修に対する支援施策の周

知・相談体制を充実します。 

■主な取り組み 

○市営住宅の建替え時のバリアフリー化 

○朝倉市障害者（児）住宅改修費給付事業の周知 

○障がい者の住宅改造等に関する相談・情報体制の充実 
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施策４－２ 移動・交通手段の確保 

 

【現状と課題】 

○障がい者の自立した生活行動や社会参加活動を行ううえで、移動・交通手段を確保することは

重要な課題であり、アンケート調査でも、「公共交通機関（バス・電車など）が少ない」「バス

や電車の乗り降りが困難」といった交通面での不便さに対する回答が多く、公共交通の課題解

消が求められています。 

○これまでの福祉タクシー料金助成制度による助成のほか、主要交通機関であるバス・鉄道での

精神障害者保健福祉手帳保持者に対する運賃割引制度を平成 29 年より開始するなど、公共交

通機関での交通利用に対する助成の拡充を進めてきました。また、地域生活支援事業の中で、

社会福祉協議会による移送サービスが行われています。 

○公共交通機関のバリアフリー化については、甘鉄甘木駅以外の駅ではスロープ設置などのバリ

アフリー化ができていない状況であり、超低床バスやリフト付き路線バス及びリフト付きタク

シーの導入についても進んでいない状況となっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

【施策の取組方向】 

4-2-1 移動・交通手段の確保 

福祉タクシー料金助成制度及びバス・鉄道運賃割引制度等、障がい者の移動に対する助成を

引き続き充実するともに、公共交通機関のバリアフリー化に向けて、リフト付きタクシー、超

低床バスやリフト付き路線バスの導入可能性を事業者と検討します。 

■主な取り組み 

○福祉タクシー料金助成制度及びバス・鉄道運賃割引制度の実施 

○リフト付きタクシー、超低床バスやリフト付き路線バスの導入の検討 

 

4-2-2 移動支援の充実 

外出で移動が困難な視覚障害者等を対象に、行動範囲を広げられるよう、地域生活支援事業

を通じた移動支援によって障がい者の社会参加の促進に努めます。 

■主な取り組み 

○社会福祉協議会等と連携した移送サービスの充実 

 

 

 

○ 障がい者の移動手段を確保し、生活の活動範囲の拡大、社会参加の促進を図ります。 
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施策４－３ 災害時等での安心・安全対策の強化 

 

【現状と課題】 

○平成 29 年 7月九州北部豪雨による大規模被害は、障がい者の災害時の安心・安全対策が重要

であることを教訓として残しました。 

○アンケート調査では、火事や地震等の災害時に「一人で避難できない」方は 36.9％、災害時、

家族が不在の場合や一人暮らしの場合、「近所にあなたを助けてくれる人がいない」方は 28.7％

となり、災害時に避難の介助が必要であるが、介護者がいない障がい者が多いことがわかりま

した。 

○火事や地震等の災害時に不安に感じることは、「安全なところまで、迅速に避難することができ

ない」「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」の回答が 45％程度と多く、これらの

ニーズをふまえた災害時の避難対策、防災対策の充実が求められます。 

○避難所での生活では、必要物資や情報等の不足に加え、バリアフリー環境が整っていないなど、

障がい者にとって困難な環境にあることから、通所施設などを障がい者向けの避難施設とする

など障がいの特性に配慮した環境整備について望む意見もあがっています。 

○本市では、災害時に障がい者が安全に避難できるよう、地域見守り支援事業を通じて、災害時

に支援する人を、地区の中で話し合いながら決めて名簿にするなど協力体制づくりを進めてい

るほか、防災マップの配布や広報や消防団を通じた防災意識の啓発に努めています。  

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

4-3-1 災害時における避難支援体制の強化 

今回の水害での経験・教訓を活かし、災害時に障がい者の避難等を支援できるよう、地域の

見守り、助け合いのできる環境をつくるとともに、地域見守り事業を通じて、災害などの緊急

事態発生時に、地域の中で適切な情報提供や避難行動の支援が行える体制を整備します。 

また、災害に備える防災活動として日頃の防災対策や緊急時の対処法などについて広報や各

種講座を通じて周知・啓発を図ります。 

■主な取り組み 

○見守り支援事業による避難行動要支援者の避難支援の協力体制づくり 

○緊急時の救命・応急処置についての周知 

○広報紙や地域での防災講座を通じた防災意識の啓発 

 

 

○ 関係者との連携・情報共有や市民との協働による支援体制の構築、迅速かつ的確な

情報提供など、災害時等における障がい者の安心・安全策を確保します。 
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4-3-2 防犯・交通安全対策の推進 

防犯・交通安全に対する意識啓発を行うとともに、関係機関や地域住民との連携・協力によ

る見守りや、障がい特性に配慮した防犯・交通安全施設等の整備を推進します。 

■主な取り組み 

○広報紙での防犯知識の啓発、「ふっけい安心メール」などの配信サービスの推進 

○防犯灯や防犯カメラに対して設置補助による防犯環境づくり 
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【基本目標５】 

児童の療育支援、保育・教育環境の充実に努めます 

 

施策５－１ 発達・療育支援環境の充実 

 

【現状と課題】 

○平成 30 年の児童福祉法の改正により、障がい児支援のあり方が改めて見直され、障がい児通

所支援や障がい児相談支援の提供体制を確保するための「障害児福祉計画」の策定が義務付け

られたほか、障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応を目指したサービスの提供が

求められています。 

○アンケート調査では、障がい児福祉サービスの利用意向は児童発達支援が 1.5％、放課後等デイサ

ービスが 1.7％にとどまっておりますが、受給決定者数や給付費の実績からみると年々利用者の増

加がうかがえます。団体アンケート調査でも、療育待機児童の増加に伴う対策として、家族支援、

保育園や学校での子どもの受入れ可能な体制づくり、母親の就労をサポートする体制（放課後

等デイサービスの充実など）が今後の必要な環境づくりとしてあがっています。 

○また、アンケート調査は学校や保育所・幼稚園などでの生活を送るうえで必要だと思っている

ことは、「障がいのない児童・生徒とのふれあいの機会」「教職員の障がいや障がいのある子ど

もに対する理解の徹底」「周りの児童・生徒やその保護者の理解の促進」が上位となっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

5-1-1 発達・療育支援環境の充実 

障がいの早期発見に努め、身近な地域で適切な療育支援を継続的に受けることができるよう、

保健・医療・福祉等が連携したサービス受給体制や相談体制を整備し、障がいのある子どもや

その家族が必要とする情報を得ることにより、障がいによって生ずるさまざまなニーズに的確

に対応し、安心して充実した生活を送ることができるよう、関係機関と連携しながら発達・療

育支援環境の充実に努めます。 

■主な取り組み 

○障がい児への切れ目ない保健・医療・福祉等のサービス受給体制の充実 

○専門機関との連携による、障がい児とその家族のニーズに応じた適切な指導・支援 

○相談支援事業所等との連携による障がい児の相談支援体制の充実 

○障がい児の機能回復訓練体制の充実 

○重症心身障がい児の支援 

○ 障がいのある子どもの能力や個性を最大限に伸ばすために、障がいの早期発見、早

期療育支援を図る体制を整備します。 
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施策５－２ 保育・教育環境の充実 

 

【現状と課題】 

○本市では、学校教育において、早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を行っていけ

るよう、就学前から相談支援を整備し対応しています。 

○就学支援について、それぞれの子どもの実態を調査し、障がいの種類や程度等にあわせた支援

を、子ども園や病院など、関係機関との連携を図りながら進めていますが、保護者の認識の違

いで子どもの実態が見えないケースがあり、保護者に対する就学支援の周知が課題となってい

ます。 

○通級指導及び特別支援学級では、それぞれの子どもに必要な支援活動を行っていますが、近年、

特別な支援を必要とする児童生徒が増加しており、通級指導教室に入級できない子どもがでて

きています。 

○特別支援学級及び特別支援学校の児童生徒の社会性を育成するため、居住地の通常学級の児童

生徒との交流が定期的に行われています。 

○本市の障がい児保育については、特別児童扶養手当の支給対象である児童について、公立保育

所では保育士の加配を行ない、私立保育所には保育士加配のための補助を行い体制の充実を進

めてきましたが、加配に必要な保育士の確保が難しくなっています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

5-2-1 障がい児保育の充実 

今後も公立保育所を中心に障がい児保育体制の充実・拡大を継続するとともに、課題となっ

ている保育士の確保に努めるとともに、保育スタッフの研修機会を充実します。 

学童保育所について、障がい児の受け入れができるよう専門的知識等を有する支援員を配置

できるよう支援員の研修の機会を確保し、障がい児の受入れの推進を図っていきます。 

■主な取り組み 

○障がい児保育体制の充実・拡大 

○障がい児に対する学童保育の推進（支援員の育成・配置） 

○障がいの特性に応じた保育・教育の研修機会の充実 

 

 

 

 

 

○ 乳幼児期、学齢期を通じて、障がいのある子どもたちが健全に成長し、「学ぶ力」、

「生きる力」を育む環境をつくります。 
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5-2-2 障がい児教育の充実 

早期から障がいに応じた適切な指導と必要な支援を行うために専門機関との連携を行い、保

護者への情報提供を行うともに、通級指導教室の指導者を養成し施設の充実を図ります。 

障がい児の社会性を育てるため、特別支援学校との連携を図り、通常の学級の児童・生徒と

の交流の機会を増やしていきます。 

また、後期中等教育において、関係機関との連携を図り、自分の未来を切り開く力を育てる

キャリア教育の充実を図り、将来の就労や進路に向けた指導を進めます。 

■主な取り組み 

○通級指導教室と特別支援学級の充実 

○個別支援計画に基づく障がいの程度や発達状況に応じた適正な教育課程の編成 

○特別支援学校の居住学校との交流機会の充実 

○後期中等教育の充実（障がいに応じた職業教育・進路指導の充実） 

 

5-2-3 学校施設の整備・充実 

各障がいに対する合理的配慮のもと、現状とニーズを早期に把握し、校内のバリアフリー化

に向けた施設の改善を促進します。 

■主な取り組み 

○障がいの種類や程度に応じた学校施設の改善の促進 
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【基本目標６】 

地域活動やスポーツ・文化活動への参加を促進する環境をつくります 

 

施策６－１ 地域活動への参加促進 

 

【現状と課題】 

○障がい者が地域社会を構成する一人であることを認識し、積極的に地域活動等に参加し、地域

住民に広く受け入れてもらえる環境をつくるため、障がい者団体や事業所等との連携・協力に

より、多様な機会を通じて地域住民とふれあい、障がい者が積極的に社会活動に参画できるよ

う支援していく必要があります。 

○本市では、障がい者が地域活動へ参画・参加できるよう、移動支援事業、移送サービス、手話

奉仕員派遣事業等を実施し、社会参加の促進を図っているほか、福祉ボランティア団体などへ

の助成を行い、障がい者の地域活動を支援体制の強化を図っています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

6-1-1 地域活動への参加促進 

障がい者の地域活動への参加を促進するために必要な移動やコミュニケーション等の支援

サービスを継続します。また、活動を支援する福祉ボランティア活動団体を支援するとともに、

関係団体と連携し障がい者の社会参加への啓発を推進します。 

■主な取り組み 

○移動支援事業、移送サービス、手話奉仕員派遣事業等による社会参加の促進 

○福祉ボランティア団体への助成による障がい者の社会参加についての啓発の推進 

 

6-1-2 情報・意思疎通支援の充実 

障がい者が文化・芸術活動に参加しやすくなるよう、手話通訳者や要約筆記者などを養成し、

障がい状況に対応した教室や講座を開催するよう努めます。 

■主な取り組み 

○聴覚障がい者のコミュニケーション手段の確保（手話通訳者の養成、派遣支援） 

○社会福祉協議会との連携により、手話、点訳、朗読、要約筆記のボランティア活動支援 

  

○ 障がい者が地域で孤立しないよう、身近な交流や学習など、社会参加の機会づくり

に努めます。 
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施策６－２ スポーツ・文化活動への参加促進 

 

【現状と課題】 

○スポーツや文化活動は、障がいのある人の生きがいにつながるとともに、活動を通じて地域に

おけるさまざまな交流機会にもなることから、能力や個性、意欲に応じて積極的に社会参加でき

る環境づくりが重要です。 

○市では、身体障がい者福祉協会等を通じ、スポーツ・レクリエーションの振興を図っており、

社会福祉協議会が開催する障がい者との交流イベントに指導者として参加し、ニュースポーツ

の紹介を行っています。また、スポーツ・レクリエーション・文化活動等への参画・参加につ

いては広報、ホームページ等を利用し、広く市民に参画・参加を求めています。 

 

【施策のめざす目標】 

 

 

 

 

【施策の取組方向】 

6-2-1 スポーツ・レクリエーション活動への参加促進 

障がい者のニーズに対応したスポーツ活動を充実するため、身体障がい者福祉協会等を通じ

たスポーツ・レクリエーション活動を充実していくとともに、県障がい者スポーツ協会等、関

係団体と連携し、障がい者スポーツ指導員の育成を進めます。 

■主な取り組み 

○身体障がい者福祉協会等を通じたスポーツ・レクリエーションの振興 

○県障がい者スポーツ協会との連携による障がい者スポーツ指導員の育成 

 

6-2-2 文化活動・生涯学習の振興 

障がい者が文化活動や生涯学習に参加しやすくなるよう、手話通訳者や要約筆記者などを配

置し、障がい状況に対応した教室や講座を受入れる場を拡充します。また、障がい者の利用し

やすい図書館機能を充実するため、拡大写本や朗読 CD、対面朗読等を充実します。 

■主な取り組み 

○障がい者が参加しやすい生涯学習の場づくりと広報の充実 

○市主催の講演会における手話通訳、要約筆記の配置 

○障がい者の利用しやすい図書館機能の充実 

 

 

 

 

 

○ スポーツ・文化・レクリエーション活動を通して障がい者と地域とのふれあい、社

会参加や生きがいづくりにつながる環境づくりに取り組みます。 


