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◆難聴者・中途失聴者の生活講座  

①「難聴者・中途失聴者のための手話４」 
日時 9 月 9 日（土）13 時～15 時 

内容 難聴者・中途失聴者に向けた手話教室 

   「指文字を入れて自己紹介をしよう」 

②難聴者の読話学習（１） 
日時 9 月 30 日（土）13 時～15 時 

内容 読話の学び方や注意点を学ぶ 

   講師 森脇 知好 氏 

（小倉聴覚特別支援学校教諭） 

①②共通事項 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6A 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

対象者 難聴者・中途失聴者とその関係者 

難聴者・中途失聴者協会主催のイベント 

③九州の難聴青年の 

みんなで恋ダンスを踊るよ～！ 
日時 9 月 16 日（土）13 時～17 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6AB 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

内容  九州各地から集まった難聴青年が、練習用

DVD を見ながら一緒に練習をします。文字に

よる情報保障が有りますので聞こえなくても

大丈夫です。恋ダンス動画を作成し YouTube

へ投稿を目指します。 

対象者 九州各地の難聴青年 

①②③共通事項 

参加費 無料 

問合せ先  

ＮＰＯ法人北九州市難聴者・中途失聴者協会 

 FAX/TEL 093-883-3113 

（ただし、電話対応は火曜日のみ可） 

 

◆バリアフリーについての学習会他 

（定例交流会 in北九州） 
日時 9 月 10 日（日）13 時～16 時 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 501 会議室 

   （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

内容 障害者問題を主題に描かれたドラマ「男たちの

旅路：車輪の一歩」を鑑賞し、私たち障害者の

社会環境がどのように変わってきているのか、

身の回りのことからバリアフリーについて考

えてみたいと思います。参加自由です。 

   多くの参加を心よりお待ちしております。 

問合せ先 JRPS 福岡 三小田（さんこだ） 

     携帯 090-9562-2768 

 

 

 

 

 

 

 

 
産業医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 市民公開講座 

◆聞こえでお困りの方に！ 

～難聴はここまで治る～ 
日時 9 月 10 日（日）  

14 時～16 時（開場・受付開始 13 時 30 分） 

会場 北九州国際会議場 国際会議室 

   （小倉北区浅野 3 丁目 8-1） 

内容 講演 

  ★「耳が聞こえなくなる中耳・内耳の病気」 

   講師 鈴木 秀明 先生  

（産業医科大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 教授）  

  ★「高度難聴の最新治療～人口内耳と人口中耳～」 

   講師 小宗 静男 先生 
（社会医療法人祐愛会織田病院 小宗神経耳科学研究所所長、 

九州大学医学部 名誉教授） 

参加費 無料 

※会場にはパソコン要約筆記および磁気誘導ループ 

を設置しますので、聞こえが不自由でも安心して 

ご来場ください。 

※本講演会に参加制限はありません。難聴に関心のあ 

る方など自由に参加できます。 

問合せ先 産業医科大学医学部  

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 
ＴＥＬ 093-691-7448 

ＦＡＸ 093-601-7554 

 

◆障害者向けパソコン相談会 

障害に応じたパソコンの設定、及び操作についてサポ

ートします。※ノートパソコン等の持ち込み可能です。

取扱説明書があればご持参下さい。 

★北九州市パソコンサポーター主催★ 

日時 9 月 6・13・20・27 日（毎週水曜日） 

   ①１０時～１２時 ②１３時～１７時 

会場 北九州市障害福祉ボランティア協会内 

   ウェルとばた６階（戸畑区汐井町１－６） 

問合せ先 北九州市障害福祉ボランティア協会 

     TEL 093-882-6770  

FAX 093-882-6771 

★パソボラネット北九州主催★ 

日時 9 月１7 日（日）10 時～12 時 

   （毎月第３日曜日） 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 

   ウェルとばた 6 階（戸畑区汐井町１－６） 

問合せ先 パソボラネット北九州 

     TEL 070-5690-4803 
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※紙面の都合上、ご希望に沿えない場合もあります。 
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◆障害のある人のための個別就職相談会 

日時 ①9 月 16 日（土） 14 時～16 時 

②9 月 30 日（土） 14 時～16 時 

※ご都合が悪い場合は別日程も調整可能です。 

 お気軽にお問合せください。 

会場 ①ウェルとばた 12 階 122 会議室 

（戸畑区汐井町 1-6） 

     ②北九州市障害者スポーツセンター 

「アレアス」会議室 1 

（小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1） 

内容 LITALICO ワークス北九州は、そのひとりの 

   「働きたい」をサポートします。就職活動の不 

 安や相談、働くうえでのお困りごとなどお気軽

にご相談ください。ご本人だけでなく、ご家族

からのご相談受け付けております。 

参加費 無料 

対象者 各種障害のある人またはその家族 

（手帳の有無は問いません） 

問合せ先 障害福祉サービス 就労移行支援事業所 

     LITALICO ワークス北九州 

     TEL 0120-951-712 

     Mail works@litalico.jp 

     URL https://works.litalico.jp 

 

◆授産品バザー 
日時 9 月 20 日（水）10 時 30 分～15 時 30 分     

  （毎月第 3 水曜日開催） 

会場 ドルフィン折尾（八幡西区折尾 1 丁目 13-2）   

   ※ひびき信用金庫向い 

内容 障害のある方が、ひとつひとつ丁寧に心を込め     

て製作した商品を販売します。やさしさ・あた

たかさが伝わってきます。是非、ご来店下さい。 

《主な商品》 

食品（クッキー・パウンドケーキ・キャラメル他） 

木工製品（しゃもじ・バターナイフ・ミニタンス他） 

小物（草木染・アクリルたわし・朱肉・その他） 

  ※11 時ごろ、『焼きたてのパン』が届きます。 

問合せ先 学園＆地域ネットワーク 

    （障害者施設と地域の交流架け橋事業） 

     ＴＥＬ 090-2710-6810（マキタ） 

     ＦＡＸ 093-691-0686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 231 回障害者地域生活支援研究会 

日時 9 月 21 日（木）18 時 30 分～ 

会場 総合保健福祉センターアシスト 21 2 階講堂 

（小倉北区馬借 1 丁目 7-1） 

テーマ 「罪に問われた障害のある人の「入口支援」

について～『北九州市障害者自立支援協議

会 触法障害者支援研究会の取り組み』より 

（仮） 

対象者 どなたでも参加可能（事前申込不要） 

参加費 無料 

問合せ先 北九州市障害者基幹相談支援センター 

     ＴＥＬ 093-861-3045  

       ＦＡＸ 093-861-3095 

 

◆第 2 弾 手しごとふくし逸品展 
日時 9 月 22 日（金）～24 日（日） 

   11 時～18 時（日曜日のみ 16 時まで） 

会場 クロサキメイト 2 階中央広場 

   （八幡西区黒崎 1 丁目 1-1） 

内容 北九州市内の障害福祉サービス事業所が心を 

   込めて製作した、とっておきの『逸品』を選り 

   すぐって展示・販売いたします。「手しごと」 

   ならではの魅力を、ぜひ手にとって感じてくだ 

   さい。 

   ＜参加事業所＞北九州視覚障害者就労支援セ

ンターあいず・桑の実工房・障害者就労支援事

業所こころ・ワークなごみ・北九クローバーさ

わやか・BOCCHI・のぞみ作業所（土曜日のみ） 

問合せ先 NPO 法人 北九州小規模連  

     北九州共同受注センター 

     ＴＥＬ 093-616-2639 

 

◆第 5 回リカバリー・パレード 

「回復の祭典」in 北九州 
日時 9 月 23 日（土・祝）10 時～12 時 

集合場所 あさの汐風公園噴水広場 

（小倉北区浅野 3 丁目 3） 

内容 心の病、依存症、生きづらさなどに対する社会

の無知や偏見を取り除くために、精神疾患から

の回復者および家族、友人、支援者、賛同者な

どが街頭パレードを行い、市民への啓発を行い

ます。 

対象者 リカバリー・パレードの趣旨にご賛同される

方はどなたでも参加できます。 

参加費 無料 

申込方法 申込不要。当日の 10 時までに、あさの汐

風公園にお越しください。 

問合せ先 北九州市立精神保健福祉センター 

ＴＥＬ 093-522-8729 

ＦＡＸ 093-522-8776 
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◆フロアバレーボール一緒にやりませんか？ 

日時 9 月 24 日（日）9 時～12 時 

会場 障害者スポーツセンター アレアス 

   （小倉北区三郎丸 3 丁目 4-1） 

内容 ネットの下を通してバレーボールを打ち合い 

ます。普通のバレーボールとは違う世界を一緒 

に体験してみませんか？ 

持参品 体育館シューズ（室内シューズ）、ジャージ 

 など動きやすい服装、軍手、飲み物 

問合せ先 障害者スポーツをひろげようの会  

     携帯 080-1751-0827（担当：谷本） 

 

◆北九州地区脊髄損傷者総合相談会 
日時 9 月 28 日（木）13 時～16 時      

会場 TOTO 北九州ショールーム 

   （小倉北区中島町 2 丁目 1-1）     

内容 脊髄損傷者及び障害者（児）・ご家族の色々な

悩み、相談を先輩・仲間がお聞きします。一緒

に考えましょう。 

問合せ先 福岡県脊髄損傷者連合会北九州支部 

事務局 白川 長廣 

ＴＥＬ・ＦＡＸ  093-693-9207 

携帯 090-6895-4340  

     E-mail sekisonkitakyu@yahoo.co.jp 

 

◆東部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①ダンス教室（全 4 回） 

日時 10 月 1 日、8 日、15 日、22 日 

10 時～11 時 30 分（毎週日曜日） 

内容  音楽に合わせて体を動かし、一緒に楽しく

DANCE（ダンス）しませんか？教室終了後

の 10 月 29 日（日）東部会館のお祭り（ふ

れあい広場）で一緒に踊って楽しみましょう。 

定員 10 人（抽選） 

申込期間 9 月 3 日（日）～20 日（水） 

②ミュージックケア教室（全 5 回） 
日時 10 月 21 日～平成 30 年 2 月 17 日 

10 時～12 時（毎月第 3 土曜日） 

内容 イスに座って、いろいろな楽器を使いながらの

音楽療法です。音楽に合わせて身体を動かし、

心と体をリフレッシュします。 

定員 12 人（抽選） 

申込期間 9 月１７日（日）～10 月 5 日（木） 

①②共通事項 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 音楽室 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

対象者 各種障害のある人 

参加費 無料 

 

 

 

 

 

申込方法 電話にてお申込みください。聴覚障害のあ

る人は FAX に希望催し名、郵便番号、住

所、氏名（ふりがな）、電話番号、手話通

訳・要約筆記など介助必要の有無を記入し

てお申込みください。 

問合せ先 北九州市立東部障害者福祉会館 

ＴＥＬ 093-883-5550  

ＦＡＸ 093-883-5551 

 

◆西部障害者福祉会館主催のイベント・講座 

①異文化交流講座 

「タイの家庭料理作りを楽しむ」 
日時 10 月 7 日（土）10 時～13 時 

内容 タイの家庭料理を教わり、文化を学び、交流を

深めます。 

参加費 材料代として 600 円 

申込期間 9 月 1 日（金）～25 日（月） 

②わくわく！アート講座（全 2 回） 

「落ち葉でアート」「オリジナルバッグ作り」 
日時 10 月 14 日、21 日（土曜日） 

   13 時 30 分～15 時 30 分 

内容 14 日「落ち葉でアート」 

落ち葉に墨を塗り版画にして秋の絵手紙やカ

ードを作ります。 

   21 日「オリジナルバッグ作り」 

身近な野菜をスタンプにして、布バッグに楽し

くデザインします。 

参加費 材料代として 500 円（2 回分） 

申込期間 9 月 15 日（金）～10 月 2 日（月） 

③手作りパン＆和菓子教室（全 5 回） 
日時 10 月 20 日（金）～平成 30 年 2 月 16 日（金） 

   13 時～16 時（毎月第 3 金曜日） 

内容 パンと和菓子作りを基本から学びます。 

   講師 林 茂樹 氏（手作りお菓子のはやし屋 店長） 

参加費 材料代として 2,500 円（5 回分） 

申込期間 9 月 15 日（金）～10 月 6 日（金） 

①②③共通事項 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

定員 15 人（抽選） 

対象者 市内在住か勤務している障害のある方 

申込方法 電話にてお申し込みください。 

     聴覚障害のある人はＦＡＸに氏名、連絡先、 

     手話通訳・要約筆記など介助必要の有無 

     などを記入してお申し込みください。 

問合せ先 北九州市立西部障害者福祉会館 

     ＴＥＬ 093-645-1300 

     ＦＡＸ 093-645-1600 
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◆遷延性意識障害者・家族の会 九州「つくし」 

「2017 年秋の講演会 in 北九州実行委員会」 
日時 10 月 7 日（土）13 時 30 分～17 時 

会場 ウェルとばた 2 階 多目的ホール 

（戸畑区汐井町 1-6） 

内容 私達は、不慮の事故や病気により、意識障害の

状態が続いている（遷延している）当事者とそ

の家族の会です。この度北九州市と共に起ち上

げました「2017 年秋の講演会 in 北九州実行

委員会」の主催で講演会を開催させて頂きます。 

★第 1 部 13 時 30 分～ 

「重度右片麻痺失語症患者の在宅虹色生活」 

講師 蜂須賀 研二 先生 

     （九州労災病院門司メディカルセンター院長） 

★第 2 部 15 時 30 分～ 

「意識障害の回復を妨げる合併症」 

講師 西澤 茂 先生 

     （産業医科大学脳神経外科教授） 

対象者 遷延性意識障害に関心のある方ならどなたでも 

定員 200 名（先着順） 

参加費 無料 

申込・問合せ先  

遷延性意識障害者・家族の会 九州「つくし」

ＴＥＬ 080-8562-0171（谷口） 

ＦＡＸ 092-526-0616（貞刈） 

ＭＡＩＬ kyushu.ishiki@gmail.com（秋吉） 

 

◆第 9 回聴覚障害者支援セミナー 
日時 10 月 9 日（月・祝） 

13 時～16 時 （受付 12 時 30 分～） 

会場 ウェルとばた 2 階 多目的ホール 

 （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 「聴覚障害者が求める通訳者とボランティア」 

       聴覚障害者を取り巻く社会情勢も多様化し、

幅広い支援が求められています。求められる

ニーズに応えられるため、聴覚障害者の支援

について皆さんと一緒に学習します。 

    講師 長崎県聴覚障害者情報センター所長  

本村 順子 氏 
    一般社団法人長崎県ろうあ協会 長崎県手話通訳 

下瀬 和枝 氏 

対象者 どなたでも参加できます。 

※手話通訳・盲ろう通訳・要約筆記などの情報保障あり 

定員 180 名 

参加費 無料 

申込・問合せ先 北九州市立聴覚障害者情報センター 

        ＴＥＬ 093-645-1216 

               ＦＡＸ 093-645-3335 

 

 

 

 

 

 

 

◆視覚障害者生活教室 
大規模災害時における視覚障害者のための災害対策 

日時 10 月 15 日（日）13 時 30 分～16 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6AB 

（戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

内容 熊本地震における支援体制や地域ネットワーク

の実情に学び、北九州地域における障害者支援

ネットワークについて考える場にします。熊本

での活動報告を基調に北九州市内の歩行訓練師

等の専門家を交えシンポジウムを行います。 

 

★講演「熊本地震の体験をふまえた 

支援ネットワークについて（仮題）」 

 講師 茂村 広 氏（熊本県立盲学校高等部理療科教諭） 

    松岡 しおり 氏（熊本県立盲学校小学部教諭） 

★シンポジウム 

「北九州地区における支援ネットワークの 

構築について（仮題）」 

パネリスト 

 茂村 広 氏・松岡 しおり 氏（熊本県立盲学校） 

武田 貴子 氏 北九州市立介護実習・普及センター 

         （福祉用具プラザ北九州） 

          視覚障害生活訓練等指導者（歩行訓練士） 

     村上 美紀 氏 医療法人むらかみ眼科医院副院長 
産業医科大学病院眼科 

ロービジョン外来 

     立石 真澄 氏 福岡県立北九州視覚特別支援学校 

主幹教諭 
定員 60 名程度 

※9 月 15 日号市政だより掲載後募集開始 

申込・問合せ先 北九州市立点字図書館 

ＴＥＬ 093-645-1210  

ＦＡＸ 093-645-1601 

 

平成 29 年度 

◆特別支援学校・特別支援学級合同作品展 
日時 10 月 25 日（水）～10 月 31 日（火） 

   10 時～19 時 最終日のみ 15 時まで 

会場 ウェルとばた 2 階 交流プラザ 

   （戸畑区汐井町 1-6） 

内容 特別支援学校小学部や小学校特別支援学級で

学ぶ子どもたちの合同作品展です。一人一人の

学び方に合わせて作成した力作の数々を是非

ご覧ください。 

<主な作品>絵画・工作・書写・手芸・木工など 

問合せ先 北九州市教育委員会 特別支援教育課 

担当 小島 

     ＴＥＬ 093-582-3448 

ＦＡＸ 093-581-5873 

 

 

 

 

 

mailto:kyushu.ishiki@gmail.com


障害福祉いべんとアラカルトは 
パソコンでも読めます！ 

1 ホームページ 
 アドレスは、http://www.ksjc.jp/ です。  
 なお、この紙面をホームページ内でダウンロード 
 することも可能です。 
  
 
2 電子メール(無料) 

ご希望の方は、「いべんとアラカルト希望」と明記のう
え、情報センターのアドレス 

 ｊohocenter@ksvk.jp 
まで、メールをお送りください。 
 
 

 
 

 

◆北九州市障害者社会参加 

推進センター主催の講座 

①喉頭摘出者の支援者研修会のお知らせ 
日時 9 月 21 日（木）14 時～16 時 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室 6AB 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

内容 「喉頭摘出とは」「発声の仕方の説明」などの

講義と、機器を使用しての発声の仕方などの実

践を交えて話をしていただきます。 

   「喉頭摘出者の支援について」等 

   講師 織田 健 氏 （北九州創声会 名誉会長） 

定員 30 名（先着） 

参加費 資料代として 100 円 

対象者 北九州市在住・在勤の福祉サービスの介護従

事者・支援者 

②ストーマケア研修会のお知らせ（全 3 回） 
日時 10 月 19 日、26 日、11 月 2 日（木曜日） 

内容 福祉サービスの現場でのストーマケアについ

て、講義と実習を交えて話をしていただきます。 

   「ストーマケアについて」 

   講師 梶西 ミチコ 氏 

（糸島医師会病院看護部長兼ＥＴナース） 

※ＥＴナースとは、人工膀胱・人工肛門のケアを専門

領域とする認定看護師のことです。 

定員 30 名（先着） 

参加費 資料代として 300 円 

対象者 北九州市在住・在勤の福祉サービスの介護従

事者・支援者 

③視覚障害者の支援者研修会のお知らせ 

日時 11 月 12 日（日）10 時～15 時 

内容 視覚障害者のある人への支援について、講義と

実践を交えてお話をしていただきます。 

「視覚障害者の支援について」 

   講師 武田 貴子 氏 

福祉用具プラザ北九州 

視覚障害生活訓練等指導者（歩行訓練士） 

定員 30 名（先着） 

参加費 資料代・昼食のお弁当代として 600 円 

対象者 北九州市在住・在勤の福祉サービスの介護従

事者 

①～③共通事項 

会場 北九州市立東部障害者福祉会館 研修室６ＡＢ 

   （戸畑区汐井町 1-6 ウェルとばた 6 階） 

④iPhone 初心者講座 
日時 10 月 7 日（土）13 時 30 分～16 時 

内容 28 年度タブレット端末インストラクター養成

講座で養成したインストラクターによる、

iPhone の簡単な操作説明の講座。 

定員 10 名（先着） 

対象者 iPhone を持っていない、又は、購入を検討

中の視覚に障害のある方 

申込期間 9 月 3 日（日）から 

 

 

⑤iPhone 初心者講座～文字入力編～ 

日時 10 月 8 日（日）10 時～12 時 30 分 

内容 28 年度タブレット端末インストラクター養成

講座で養成したインストラクターによる、文字

入力の方法や便利な使い方、アプリの紹介。 

定員 10 名（先着） 

対象者 iPhone を持っている視覚に障害のある方 

申込期間 9 月 3 日（日）から 

④⑤共通事項 

会場 北九州市立西部障害者福祉会館 

  （八幡西区黒崎 3 丁目 15-3 コムシティ 5 階） 

①～⑤共通事項 

申込方法 電話・ＦＡＸにてお申込みください。聴覚

障害のある人は FAX に希望催し名、郵便

番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、

手話通訳・要約筆記など介助必要の有無を

記入してお申込みください。 

問合せ先 北九州市障害者社会参加推進センター 

                                 担当 櫻木 

ＴＥＬ 093-883-5554  

ＦＡＸ 093-883-5551 

 

 

障障障害害害福福福祉祉祉イイイベベベンンントトト情情情報報報   

「「「いいいべべべんんんとととアアアラララカカカルルルトトト」」」へへへののの掲掲掲載載載にににつつついいいててて   
 

 

掲載ご希望の方は、下記アドレスへお知らせく

ださい。  
 

※こんな情報は掲載できるのか？ 

※今後も定期的に掲載してほしい。 

※講座のチラシを置いてほしい。 

  等・・・ご不明な点はご相談下さい！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆平成 29 年度福岡県発達障がい者支援センター 

啓発事業 講演会 
日時 11 月 11 日（土） 

13 時 30 分～16 時（受付 12 時 30 分～） 

会場 石橋文化センター 共同ホール 

   （久留米市野中町 1015） 

   ※駐車場は数に限りがあります（有料） 

内容 「発達凹凸を活かそう！ 

～工夫しだい・支援しだい～」 

   講師 しーた 氏 

      発達障害の支援施設「でこぼこ楽伸会」 

      イラスト・デザイン工房「DUCK-ART」 

定員 400 名（先着） 

参加費 無料 ※託児はありません 

申込方法 講演会名、氏名（フリガナ）、住所、所属 

（本人、家族、一般、支援者・関係者、その

他）電話番号（必須）、申込完了通知受取先 

（メールアドレス、FAX 番号）、手話通訳・

要約筆記などの情報支援の有無をご記入の

上、下記へＦＡＸ、又は、あおぞらのＨＰ

http://www.aozora-center.com/のお

しらせ欄よりお申し込みください 

また、講師の先生へのご質問等ありました

らご記入ください。可能な範囲で講師にお

答えいただく予定です。 

申込期限 11 月 1 日（水）17 時まで 

問合せ先 福岡県発達障がい者支援センターあおぞら 

     ＴＥＬ 090-1084-3455（問合せ専用） 

ＦＡＸ 0942-53-0621 

 

◆北九州市障害者スポーツセンター 

「アレアス」主催のスポーツ教室 

北九州市長杯第 10 回 

小学生ふうせんバレーボール大会 
日時 平成 30 年 1 月 28 日（日）10 時～14 時（予定） 

場所 北九州市立総合体育館 

   （八幡東区八王寺町 4-1） 

定員 1 チーム 6 名以上（上級生 3 名以下、下級生

3 名以上）の抽選 36 チーム 

同時申込できる数：3 チームまで 

対象者 北九州市内に在住する小学生 

参加費 無料 

申込期間 9 月 1 日（金）～9 月 30 日（土） 

申込・問合せ先 

 北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」 

ＴＥＬ 093-922-0026 

ＦＡＸ 093-922-0041 

 

 

 

 

 

 

◆北九州市からのお知らせ 

「(仮称)障害を理由とする差別をなくし誰も

が共に生きる北九州市づくり条例」骨子(案)

に対する意見の募集について 
北九州市は、平成 28 年 4 月 1 日に施行された『障

害者差別解消法』の趣旨を踏まえ、障害を理由とする

差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実

現を目指すことを目的とする 『(仮称)障害を理由とす

る差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくり条

例』の制定に取り組んでいます。 

 この条例は、障害を理由とする差別の解消に向けて、

必要な事項や相談及び紛争解決に向けた手続きなど

を定めることにより、障害の有無にかかわらず、すべ

ての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、

安心していきいきと暮らすことのできる共生のまち

づくりを市民一丸となって進めていくために制定す

るものです。 

 このたび、条例の骨子(案)をとりまとめましたので、

市民の皆様のご意見を募集します。 

※いただいたご意見につきましては、募集期間終了後、

ご意見の概要及びこれに対する市の考え方を公表い

たします。（個別の回答はいたしませんので、その旨

ご了承願います。） 

意見募集期間 8 月 17 日(木)～9 月 15 日(金)まで 

案の閲覧・配付場所 

・保健福祉局障害福祉企画課（市役所 8 階） 

・市民文化スポーツ局広聴課（市役所 1 階） 

・障害者差別解消相談コーナー 

（小倉北区大手町、大手町ビル(ムーブ)8 階） 

・各区役所総務企画課、出張所 

・市民センター 

・東部障害者福祉会館（ウェルとばた 6 階） 

・西部障害者福祉会館（コムシティ 5 階） 

※点字資料は、上記の市民センター以外の場所にて配布、 

テキストデータは、北九州市のホームページの「4 意

見募集要領、条例の骨子(案)」にあります。 
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600345.html 

意見の提出方法  

住所、氏名、意見をご記入の上、次のいずれかの方法

で提出してください。提出様式は自由です。 

(1) 電子メール 

ho-shougaikikaku@city.kitakyushu.lg.jp 

(2) 郵送 〒803-0814  
北九州市小倉北区大手町 11 番 4 号大手町ビル 8 階 

北九州市保健福祉局障害福祉企画課 

(差別解消法担当係)  

(3)ＦＡＸ 093-582-5516  

北九州市保健福祉局障害福祉企画課 

(差別解消法担当係) 

(4) 指定場所への持込 

     ・保健福祉局障害福祉企画課（市役所 8 階） 

     ・市民文化スポーツ局広聴課（市役所 1 階） 

     ・障害者差別解消相談コーナー 

（小倉北区大手町、大手町ビル(ムーブ)8 階） 

     ・各区役所総務企画課 

http://www.aozora-center.com/
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600345.html

